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建設業許可・産業廃棄物許可・会社設立・相続手続
遺言・古物商・内容証明・成年後見手続・農地転用
その他の書類作成にもご利用ください。

お電話下さればお伺いいたします。

※行政書士には守秘義務があります、お気軽にご連絡ください。

  杠　繁 美
ゆずりは　　　　　　　　し げ　　　　　み

日本行政書士会登録番号　05410974
〒842－0121　神埼市神埼町志波屋3627

　ＴＥＬ0952－53－1747　携帯090－8836－5630
ホームページ　杠　神埼 → 検索

行 政
書 士

○と　き　4月24日（日）
　　　　　　　     10：00～　おはなし会
　　　　　　　     10：20～　講演会
○ところ　神埼市中央公民館
　　　　　第1研修室
○講 師　白根恵子さん
　　　　　（佐賀女子短期大学准教授）
※託児を希望される場合は、4月20日（水）までに
　予約をお願いします。
※参加された方には、「県民カレッジ　夢パレット
　さが」のシールを差し上げます。カレッジシール
　がたまったら、認定証書がもらえます。
◎問い合わせ先
　神埼市立図書館　☎５３－２３２５

○読書会

○自主サークルのおはなし会

4月

と　き

と　き

グループ名

サークル名

書　名 著者名 と　こ　ろ

と　こ　ろ

問い合わせ先

問い合わせ先
10：30～11：00

おはなし広場
りんごの木

9：30
 ～11：30

山王会

新樹会

若菜会

地の星

花の回廊

宮本　輝

神埼市中央公民館

JA西郷支所

神埼市中央公民館
2階　和室
脊振2000年館

キラ☆キラくらぶ 4月14日（木）

4月16日（土） 14：30～15：00

開　☎090－7534－0310

蔵戸　☎59－2901

杉山
☎ 53－4664

境
☎ 52－9934
古賀
☎ 44－2849

手塚
☎ 53－0332

9：30
 ～11：30

13：30
 ～15：30 よしのこ会 千代田町福祉センター

城原公民館5日(火）

8日（金）

13日（水）

15日（金）

今月のおすすめの本
 「私のおとぎ話」
宇野　千代/作　文芸社
　作家・宇野千代さんの
唯一の童話集。やさしさと
きびしさ、宇野さんらしい、
心に呼びかける10篇のお
話。ぜひ親子で読んでほし
い一冊です。

 「ほんをよめばなんでもできる」
マーク・ブラウン/絵　セーラー出版

名　称

神埼市立図書館 火曜日、祝日

土、日曜日、祝日

日曜日、祝日

神埼市立図書館
千代田分館

神埼市立図書館
　☎53－2325

千代田分館
　☎44－2731

脊振分館
　☎59－2048　

9：00
～ 18：00

神埼市立図書館
脊振分館
※図書館のホームページ　http://library.kanzaki.ed.jp/

開館時間 休館日 問い合わせ先

テレビの買い替えは
当社は、
家電製品も取扱っております。
配送・設置もおまかせください！！

アナログテレビ放送終了！アナログテレビ放送終了！アナログテレビ放送終了！

　◆◇図書カードはお持ちですか？◆◇
　まだ図書カードをお持ちでない方は、作りませ
んか。カード発行手数料は、無料です。1人5冊
まで、2週間かりることができます。登録時には、
発行を希望される方の運転免許証、保険証など
をお持ちください。

　「子どもの読書週間」（4/23～5/12）は、子どもたちに本に
親しむことをすすめ、読書の楽しみや喜びを知らせ、正しい読
書の習慣を身につけるチャンスです。家族で本を読みましょう。
　神埼市図書館では、講演会やおはなし会を予定しています。
ご家族で、お友達でお出かけください。

※４月10日（日）は、佐賀県知事選挙・佐賀県議会議員選挙の
　投票日のため、神埼市立図書館は臨時休館となります。

子どもの読書週間が始まります～友だち100冊つくるんだ～

サムは、いつでも、
どこでも、何でも読
むことが大好き。あ
る日、大きな赤ん坊
がやってきて町の人
たちは大ピンチ！読
む楽しさと勇気と智
恵にあふれた絵本
です。

7月24日7月24日7月24日
サンシンサンシンであんしん！あんしん！サンシンサンシンであんしん！あんしん！サンシンであんしん！

お知らせ
図書館からの図書館からの
お知らせ
図書館からの
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土曜の夜は、音楽でくつろぎませんか！
４月は、「女声二重唱」を楽しんでいただきます。 

 

親子で、ご家族で、また、お友達とお誘いあわせの上、

ぜひご参加ください！ （入場無料）。

[出演者から一言]
＊平和の中に文化があり、そこに音楽があります。私
　たちはこの平和を願い、日本の素晴らしい童謡や
　唱歌をいつまでも歌い継いでいきたいと思います。

◎問い合わせ先　神埼市中央公民館　☎53－2325

○と　き　4月9日(土) 
　　　　　19：00～20：00
○ところ　神埼市中央公民館 
　　　　　ロビー
○内　容　女声二重唱
　　　　　　「ないしょ話」
　　　　　　「おぼろ月夜」
　　　　　　「花」
　　　　　　「荒城の月」　他　
○出演者　Tutti(トゥッティ)

神埼市中央公民館

土曜の夜は、音楽でくつろぎませんか！
４月は、「女声二重唱」を楽しんでいただきます。

神埼市中央公民館

土曜の夜
のミュージックタイム土曜の夜
のミュージックタイム

　　　◎問い合わせ先　水車の里　遊学館　　　☎53－8884　　　
　　　　　　　　　　　神埼市役所　市長公室　☎37－0102☆開館時間　9：30～16：00　　☆休館日　毎週火曜日

と　き 内　　　容 材料費・準備品 主　催

4月13日（水）
13：30～15：00

・200円
  （ハガキ代ほか）

・5,500円
  （材料代ほか）

絵手紙サークル
根っこの会
　原　寿巳子
　山口　政子
ペイント教室
カノン
　太田　敏子

4月14日（木）
10：00～15：00

白磁に描く趣味の上絵付け教室
１月から新しく始まった教室です。見学大歓迎です！

楽しい絵手紙を体験してみませんか？
楽しい絵手紙を体験してみませんか？
初めての方も大歓迎です！

○1階東側ギャラリー

※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 ラリ

水車の里遊学館ギャラリー水車の里遊学館ギャラリー水車の里遊学館ギャラリー

神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー

　当日開催するスポーツ
イベントの内容は

5月上旬に配布するチラ
シなどをご覧ください。

今年もやります！！今年もやります！！ 20112011

行方市
なめがたし

（茨城県）
神埼市

　地上デジタル放送を視聴するためには、地上デジタル放送対
応の受信機とUHFアンテナが必要です。受信機は、新たにデジ
タルテレビを購入するほか、アナログテレビに地上デジタルテレビ
用チューナーを取り付ける方法もあります。その他、ケーブルテレ
ビに加入することにより視聴する方法もあります。
　7月24日のアナログ放送終了時期が近づくに従い、アンテナ
の設置・調整等及びケーブルテレビの加入工事が集中し、同日ま
でに間に合わなくなる可能性がありますので、できる限り早めの
対応をお願いします。また、BSアナログ放送も7月24日に終了し
ますので、BSデジタル放送へ移行をお願いします。
《一般的なお問い合わせ》
　・デジサポ佐賀（総務省テレビ受信者支援センター）
　 ☎４３－１２１２
《チューナー支援のお問い合わせ》
　（NHK放送受信料全額免除世帯への支援）
　 ☎０５７０－０３３８４０
　（市町村民税非課税世帯への支援）
　 ☎０５７０－０２３７２４

　４月１日から次の点について変更になります。
①運行時刻の繰り上げ
　神埼コース＜第４便（右回り）のみ＞
　各バス停の運行時刻を１０分間繰り上げを
　します。
　なお、第４便以外は変更ありません。
　（改正前）
　神埼駅11：00発～神埼駅12：01着
　（改正後）
　神埼駅10：50発～神埼駅11：51着
②フリー乗降区間を追加
　馬郡バス停～川寄橋東バス停区間をフリー
　乗降区間にしました。安全な場所で自由に
　乗り降りができます。
◎問い合わせ先
　神埼市役所　市長公室　☎37－0102

「7月24日アナログ放送が終了！」「7月24日アナログ放送が終了！」「7月24日アナログ放送が終了！」「7月24日アナログ放送が終了！」「7月24日アナログ放送が終了！」 神埼市巡回バス運行の神埼市巡回バス運行の
　　　 一部が変わります　　　 一部が変わります
神埼市巡回バス運行の神埼市巡回バス運行の
　　　 一部が変わります　　　 一部が変わります
神埼市巡回バス運行の
　　　 一部が変わります
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土曜の夜
のミュージックタイム

水車の里遊学館ギャラリー

神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー神埼市チャレンジデー

　チャレンジデーとは、毎年５月の最終水曜日に人口規模がほぼ等しい自治体間で午前０時から午
後９時までの間に１５分間以上継続して運動やスポーツ等の身体活動を行った率「参加率（％）」を
競い合い、敗れた場合は対戦相手の自治体の籏を庁舎のメインポールに１週間掲揚するというユニ
ークなルールによって行われる『まちの威信と名誉』をかけた、住民参加型のスポーツイベントです。
　昨年は神埼市が５６．６％、南城市（沖縄県）が５２．９％で、参加率３．７％の差で神埼市が見事勝
利しました！ 利しました！ 

　当日開催するスポーツ
イベントの内容は

5月上旬に配布するチラ
シなどをご覧ください。　当日開催するスポーツ
イベントの内容は

　当日開催するスポーツ
イベントの内容は

5月上旬に配布するチラ
シなどをご覧ください。

5月上旬に配布するチラ
シなどをご覧ください。　当日開催するスポーツ
イベントの内容は

5月上旬に配布するチラ
シなどをご覧ください。

今年もやります！！今年もやります！！今年もやります！！今年もやります！！今年もやります！！ 20112011201120112011
みんなで
参加しよう！
みんなで
参加しよう！

◎問い合わせ先
　神埼市チャレンジデー実行委員会
　（神埼市中央公園体育館内）
　☎５２－３７５０

行方市行方市
なめがたしなめがたし

（茨城県）（茨城県）
神埼市神埼市神埼市 行方市

なめがたし

（茨城県）

※問い合わせは、主催者へお願いします。

秋の会実行委員会
秋月　☎090－8625－44739：30 入場料

500円

9：30

無　料

無　料

無　料

4/  3 日 秋の会　チャリティーカラオケ発表会

サイドBカラオケ愛好会
片江　☎44－4950

龍　　☎62－2984

山口　☎44－2051

日 歌謡サロン・サイドB
第14回カラオケ発表会

金4/29

13：30

13：30

日4/24

4/17

ピアノ発表会・ハーモニーコンサート

ピアノコンサート

催　　物
行　事　予　定

開演 入場方法 主　　催日 曜

◎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）

千
代
田
文
化
会
館

「
は
ん
ぎ
ー
ホ
ー
ル
」

5月25日（水）開催！

「7月24日アナログ放送が終了！」「7月24日アナログ放送が終了！」 神埼市巡回バス運行の
　　　 一部が変わります
神埼市巡回バス運行の
　　　 一部が変わります


