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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17日（木）開校式
地域協働のまちづくり

神埼市長

松本　茂幸
神埼市中央公民館     

大ホール

2  5月31日（木）学ぶことは生きること
（前）アバンセ館長

大草　秀幸
千代田文化会館
はんぎーホール

3  6月21日（木）熟年の短歌を学ぼう
～波乱万丈 大正時代の三美人～

現代歌人協会会員

江副　壬曳子
神埼市中央公民館     

大ホール

4  7月12日（木）知足の時代を生きる
～仏の智慧に照らされて～

九州龍谷短期大学教授

後藤　明信
千代田文化会館
はんぎーホール

5  8月  2日（木）病、忘れて今日も元気で
～ひげドクターのクリニック～

お元気でグループ代表

安倉　敏秀
神埼市中央公民館     

大ホール

6  8月23日（木）わが青春の　黒澤　明
映画評論家

西村　雄一郎
千代田文化会館
はんぎーホール

7  9月  6日（木）花と緑のあるくらし
～庭しごと　畑しごと～

（有）第一園芸センター専務

野口　裕二
神埼市中央公民館     

大ホール

8  9月27日（木）日帰りバス旅行（島原・雲仙方面）
実費負担（参加者募集は8月）

9 10月25日（木）病気と漢方
～漢方薬にできること～

（有）小林薬局社長

小林　正明
神埼市中央公民館     

大ホール

10 11月15日（木）佐賀の偉人たち
～ふるさとの誇り　語り継いで～

佐賀城本丸歴史館副館長

古川　英文
千代田文化会館
はんぎーホール

11 12月  6日（木）いつまでも若々しく輝いて!!
佐賀県リズムダンス研究会 

インストラクター
吉牟田　久美

神埼市中央公民館     
大ホール

12  1月17日（木）美しい日本の詩歌
～万葉の昔から現代っ子まで～

（元）明善高等学校校長

執行　昭男
千代田文化会館
はんぎーホール

13  2月  7日（木）ミトコンドリアは細胞の発電所
～健康のカギはミトコンドリア～

西九州大学准教授

平田　孝治
神埼市中央公民館     

大ホール

14   3月  7日（木）歌は心のサプリメント
　閉校式

九州龍谷短期大学教授

　水頭　順子
千代田文化会館
はんぎーホール

※講座は予告なく変更する場合があります。
開講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）
第１便　９：00脊振支所前→一の橋→小原→仁比山神社下→小渕高速道路下→飯町クリーニング前→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）
第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）
申し込みは、教材費1,000円を添えて脊振公民館・千代田支所社会教育課・神埼市中央公民館窓口へ。
開講日の受付でも、申込手続きができます。　　◎問い合わせ先：神埼市中央公民館　　☎53－2325

いきいき大学
平成24年度　神埼市 60歳からの学びの舎　受講生募集中!!

もり

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成24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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「暮らしやすさと活力にあふれた
魅力ある未来都市」のために

災害の情報をいち早くお知らせします

歴史文化遺産を活かしたまちづくり
　　　　　実現のための取り組みを さらなる行政改革の推進に向けて

防災行政無線開局式

行政改革推進委員会から答申
政策推進委員会から提言

都市計画審議会から答申

　３月26日、神埼市都市計画マスタープランについて
諮問を受けていた神埼市都市計画審議会（山口義文会
長）から市長に答申書が手渡されました。
　神埼市都市計画マスタープランでは、約20年後の神
埼市が目指す姿を「暮らしやすさと活力にあふれた魅
力ある未来都市」と定め、その実現に向けた土地利用
や道路、公園などの
整備、良好な都市環
境や景観の形成な
どについての方針
と、神埼市の北部、
中部、南部の三地
域についてのまち
づくりの方針及び
その実現化への取
り組みの方法につ
いて定められてい
ます。

　防災の基本となる災害情報をいち早く伝えることを
目的に市内全域に整備をすすめていた防災行政無線施
設が完成し、４月１日に開局しました。

　今後は、防災行政無線を柱にＣＡ
ＴＶ（ぶんぶんテレビ）、携帯電話（メー
ル）、インターネット、電話回線な
ども活用し、市民の皆さまに災害に
関する情報が行き届くよう努めてま
いります。防災行政無線の概要につ
いてはパンフレットを作成し、全戸
へ配布させていただく予定です。
　この施設整備にご理解とご協力を
いただいた市民の皆さまに感謝いたします。

　４月18日、市からのテーマ（検討課題）について、
政策推進委員会（江口勝利会長）から市長に提言書が
手渡されました。
　今期のテーマ ｢神埼市の南北に長い地勢を踏まえて、
歴史文化遺産を活かしたまちづくりを進めるための円
滑な人、情報の流れと人づくりを実現するには、どの
ような視点や工夫、取組みが必要か｣ について、①王
仁博士伝承を含む神社の活用策 ②学校教育への神埼の
歴史文化活用策 ③長崎本線越など南北交通の円滑化策
などの提言がなされています。

　４月18日、第２次行政改革大綱案について諮問を受
けていた行政改革推進委員会（藤永正弘会長）から市
長に、答申書が手渡されました。
　これまでの基本目標である ｢みんなで協働して進め
る行政改革～さらなる行政運営の効率化をめざして～」
を継承し、市民全員が市民サービスに関わっていく市
民協働のまちづくりに取り組まれるようにとの提言が
なされています。
　今後は、第２次行政改革大綱に基づき、より一層積
極的な行政改革の推進に引き続き取り組んでいきます。
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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

５月９日（水）
13：30 ～ 15：00

楽しい絵手紙を体験してみませんか？
楽しい絵手紙　はじめてみませんか？
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

☆開館時間　９：30 ～ 16：00　　☆休館日　毎週火曜日

　◎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

土曜の夜は、音楽でくつろぎませんか！

[ 出演者から一言 ]
＊1992年結成、佐賀市周辺で活動しています。

テレビや映画でお馴染みの曲を演奏します。

○と　き　５月 12 日（土）  
　　　　　19：00 ～ 20：00
○ところ　神埼市中央公民館
　　　　　ロビー
○内　容
・NHK大河ドラマ「平清盛」テーマ曲
・映画「海猿」より
・喜歌劇「こうもり」序曲
○出演者
　さが吹奏楽団

　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） ◎問い合わせ先　神埼市中央公民館　☎53－2325

５月は、「吹奏楽」で楽しんでいただきます。

 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 入場方法 主　　催

5/13 日 日舞発表会 12:00
入場料
500円

美智乃儛会　原岡　☎98－1415

5/18 金
神埼市老人クラブ連合会
千代田支部総会

9:30 無料 大江　☎44－4580

5/20 日
今田歌謡音楽教室　さざんか会
カラオケ発表会

9:30 無料
今田歌謡音楽教室　　　　　　　　　　　
　　　　　　☎090－5286－5003

5/31 木 いきいき大学 10:00
会員

（年間1,000円）
神埼市教育委員会　☎53－2325

※問い合わせは、主催者へお願いします。
◎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）
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