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� � ビデオとお話 ｢佐賀の野鳥｣､ 朗読と映像
｢いっすんぼうし｣ ヴィオラの演奏など

��� 幼児から小学生の親子
� � �月�日(土) ����～�����
�	
 唐津市民交流プラザ多目的ホール(大手口センタービル�階)
�� 無料
※都市コミュニティセンター(����	
�
)に予約を
してください｡
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"�����#$%&
���� !"#$%�&'%(
� ) 県立名護屋城博物館学芸員 宮崎 博司 さん
� � �月�日(土) �����～�
���
�	
 唐津市民会館 中会議室
* + 
�人 ,- 無料

./01�23456&'
古地図と現在の地図を照らし合わせ､ 今も残る城下の

街並みを､ 学芸員と歩きます｡

� � �月�
日(土)
����～�����

�	
 ふるさと会館アルピノ
中庭広場 集合

* + ��人
�� ���円(保険代など)

※①②とも､末盧館に電話で
お申し込みください｡
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� � �月��日(土･祝)
開場����� 開演�����

�	
 相知交流文化センター
文化ホール ｢サライ｣

,- �,���円全席自由
※当日券は���円増し

,-:;<= 唐津市民会館､
相知交流文化センター､ ふる
さと会館アルピノ
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H  中学校 (第一中､ 第五中､ 西唐津中､ 佐志中､
鏡中､浜玉中､相知中､早稲田佐賀中)､高校(唐津西､
唐津商業､唐津工業､早稲田佐賀)が出演します｡
� � �月��日(土･祝) �����～
�	
 唐津市民会館大ホール ,- 無料
���� IJKLM���	�	��
�

8��9��:;<=�>

� �

特産品販売､海の幸バー
ベキュー､魚のつかみど
り(�回
��円)､体験航
海､巡視船一般公開など

?	@#ABCD

全国各ブロックの代表が､ 個人戦と団体戦で､ 日頃
の稽古の成果を競います｡
ふるまいちゃんこ (約���杯) もありますので､

ぜひ観戦に来てください！
� � �月��日(日) ����～
�	
 体育の森公園相撲場
���� NOGPQRS���	��	���

8�9 EFGHIJKLM7

NOPQR
�STUVWJKL8�XYU$Z[#%\
UVW����]̂����_MXUVW]̂ST�

� � �月�日(日)
グラベルマインドラリー�����

七大戦ラリー�����

�	
 中町商店街
(スタート・ゴール)

`a	'bcdefgĝ hijklm����
nopoqrstourvwmlopnmq

� � クラフト展､ 焼物展示販売､ ろくろ体験､ 海
辺のライヴ､ 海辺のマーケット(カフェ､ 屋台街､
雑貨など)､ 青空フリーマーケットなど
� � �月�日(日) �����～�	���

(ライヴ・飲食のみ�����まで)
�	
 二タ子三丁目倉庫ほか
※駐車場���台､ 授乳室､ おむつ替え室､ 休憩室を
準備しています｡
���� TU�VWX�YZ���	������

����
[\]^_`Ea\bGcdefgh\bGijk
����
���	������

� � �月��日(土) ����～
�	
 唐津市文化体育館
��� 市内在住の障害者手帳を持つ人とその家族
lmn��op 弁当､飲み物､室内用シューズ(応援､
見学の人も必要です)
qrst �月��日(金)まで
����
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� � �月��日(土･祝) �����～�
���

�	
 呼子台場みなとプラザ
���� ���`�V�Y���+�������
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� � �月��日(日) �����～�����
�� 唐津市民会館大ホール ��� 無料
�����
� � ��月��日(金)～��日(日) �����～�	���
�� 唐津市民会館第�会議室 ��� 無料
��������
� � ��月��日(日) ����～�
���
�� 埋門ノ館 (北城内)
��� 無料(お茶・お菓子は有料です)
� !" ��#$���%����&

�����������	
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"#$�%&'�(� )*+,-�.
'(
)�*+,-./0123
� � �月��日(日)����集合
4 5 ��人(先着順)
67823
� � ��月��日(日)�����～
4 5 �
人(先着順)
'6�9:
�� ふれあい自然塾ひぜん(肥前町満

みつ

越
こし

)
;<� �人�,���円
=>?@ 電話､ファックス､Ｅメールでお申し込みく
ださい｡(氏名･住所･電話番号をお知らせください)
� !"
ABCDEFGHIJ$���%����KLM��%����&
NO.
�������	
�����������

/0123456
7

8
9

�:;�<=>�5
P Q 弥生時代から古墳時代まで続く墓地遺跡であ
る大友遺跡(呼子町)の出土品を中心に遺跡の特徴を
紹介します｡
� � ��月�日(火)～��月�日(日) ����～�	���
�� 末盧館
�R� 大人���円 子ども���円
� !" STR$��	%	
�	&

/01�?@AB
P Q �月に植えた赤米の収穫をします｡ 古代服を着
て､ 復元した石包丁や貝包丁を使って､ 抜

ぬき

穂
ほ

という方法
で収穫します｡ その他にも抜穂米奉納なども行います｡
� � ��月�日(土) �����～
�� 末盧館
�R� 無料
� !" STR$��	%	
�	&

P Q 茶のいただき方や心得を学びます｡
� � �回目 ��月��日(土) �����～�����

�回目 ��月��日(土) �����～�����

�� 埋門ノ館 (北城内)
;<� �回で
��円
=>UV �月�
日(火) まで
4 5 ��人程度
� !" WX(R$���%����&

C�D�E�FGHIJKL)*M

���NOPQIRS=
P Q
農林産物品評会・即売
会､ 新鮮野菜ビックリ
市､ ふるさと特産品ふ
れあいテントなど

� � ��月	日(日) �����～�����

�� 七山支所前広場および七山公民館
� !" _`ab��cdef5�

$_`gh`ijkl ��	%����&

� � ��月��日(日) 受付�����

�� 蕨野棚田交流広場集合(相知町平山上)
;<� 小学生以上�,���円(おにぎりなどが付きます)
4 5 ���人(先着順)
=>UV ��月��日(金) まで
� !" mn�opqdef5�

$rsghab#P ��	%����&

TU�VW�X�YZR[\]^B
_`�VWabcdeRDf��

����	
��� �������
��
�

��	��

ghi����jklk!i57�mnopqr�o�stu;v5

��� Ｓ席
,���円､Ａ席�,���円､Ｂ席�,���円
※当日券は
��円増しです｡前売り券が完売
した場合は､当日券の販売はありません｡
※未就学児は入場できません｡

tuvwuh �月��日から､唐津市民会館､市役所
内売店､唐津ケーブルテレビジョン､まいづる本店
ショッピングプラザ､ふるさと会館アルピノ､唐津駅
観光案内所､唐津観光協会鎮西支所､相知交流文化
センター､チケットぴあ､ローソンチケットで販売
� !" \]�x�R$���%����&

� �

��月��日(木)
開場�����

開演�����

��

唐津市民会館
大ホール

和太鼓集団TAOに
よる和太鼓エンター
テイメントショーを
ぜひご覧ください！
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� � シルクロードシリーズで知られる平山
郁夫画伯の�ｍを超える大作 (屏風) をはじ
め､ 生命のきらめきやはかなさを表現した日
本画��点を紹介します｡

� � ��月��日(土)～��月��日(日)
�����～�	��� ※入場は�����まで

��� 近代図書館美術ホール
�	
 月曜日､ ��月�日(土･祝)
�� 一般���円､市内の��歳以上の人���円
高校生以下無料､障害者手帳をお持ちの人と同行者
�人は無料､有料入場者��人以上の団体は�割引
※住所と年齢を確認できるものや､ 障害者手帳を
お持ちください｡
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������������
�月��日から韓国麗水市で開かれていた､ 麗水

世界博覧会が､ 	月��日閉幕しました｡ 期間中は､
多くの市民の皆さんに､ 麗水を訪れていただき､ あ
りがとうございました｡
麗水博を機会に､ 唐津市と麗水市はいっそう友好

を深めることができました！

���� ���������������

尊敬する唐津市民の皆
さん､ 我が麗水市で開催
した麗水世界博覧会に大
きな関心と暖かい応援を
いただきありがとうござ
います｡
期間中の唐津からの直行便では多くの市

民が麗水市を訪問され､ 麗水市の食や観光､
また麗水世界博覧会を満喫していただけた
かと思います｡
また､ 
月�日の博覧会ジャパンデーに

は唐津市の宝である曳山 ｢飛龍｣ と���名
を超える唐津市民が､ 麗水市の龍と麗水市
民が共に麗水市内をパレードし､ 麗水市の
歴史に残る友情のパレードとなり麗水市民
に大きな感動を与えました｡
今年は､ 麗水世界博覧会を開催し､ 唐津

市と麗水市とが姉妹締結して��年｡ また､
豊臣秀吉と李

イ

舜
スイン

臣
シン

将軍が戦った同じ壬辰の
年｡ 多くの意味と深い繋がりを持った����
年に､ このような素晴らしい交流が出来た
のは､ 麗水市民はもとより唐津市民の皆様
のご協力のおかげであります｡
この友好関係が未来に続くことを期待し

ています｡ カムサハムニダ

麗水市長 金
キム

忠
チュン

錫
ソク
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唐津市の姉妹都市韓国麗水市で
開催された､ ����麗水世界博覧
会が	月��日に閉幕しました｡
唐津市からはＪＲ高速船 ｢ビー

トル｣ と ｢ニューかめりあ号｣ の
唐津港と麗水港間の直行便を計画
したところ､ 唐津市民の皆さんをはじめたくさんの
方々にご利用いただき､ 世界博覧会を楽しんでいた
だきました｡
ご参加いただき､ 誠にありがとうございました｡

月�日のジャパンデーには､ 唐津くんちの七番

曳山 ｢飛龍｣ が日本を代表し博覧会場をパレードし
ましたが､ 世界各国からの来場者の大歓声に包まれ､
日本の伝統文化の素晴らしさと､ 唐津市の魅力を存
分に発信できたものと思います｡
また､ 唐津市と麗水市の姉妹都市締結��周年を

記念しての麗水市内のパレードでは､ ｢飛龍｣ と唐
津市民が麗水市民と共にパレードし､ 沿道の麗水市
民から大声援を受け､ 歴史に残る素晴らしい市民交
流を行いました｡
曳山関係者の皆様には､ 長期間に及ぶ準備でご苦

労され､ 素晴らしいパレードを披露していただき､
深く感謝申し上げます｡
今後も､ 様々な分野で交流が発展するよう取り組

んでいきますので､ 皆様のご支援をお願いいたしま
す｡

唐津市長 坂井 俊之
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まず､ �������	で外来診療を受けましょう｡
入院が必要な重症患者には､ 
������	�����
���������を紹介する､ 搬送を行うなどの対応
をします｡ 生命にかかわる重篤な患者は､ �������	
������������へ搬送を行い､地域で救急医療の完
結を目指します｡
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=��(>�?@ABCDEFGHIJ&K0
+,:LMN-O@PCQ0+,7(RSTUVWXYZ@PCQ0

����

���� ����� �������� 新興町

���� ����������� �������� 和多田大土井

����� ������ �������� 鏡

������������� �	�����
 厳木町厳木

�������������� �����

� 東唐津�丁目

����� ��� ������� �������� 二タ子�丁目

����� !"�#$%&���� �
������ 相知町中山

��

���	 !"��#

$%��	
&'() 3789: ���;����5

[RSTUVW\D'LXYZ@PCQ

*+��	
,-

���� '�()���� ����	�
� 大名小路

������*+���� �������� 刀町
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�������
(場所�山本西隣保館)
毎週月･水･金曜日 (祝日除く)

�����～�����
�	
���
������������������� 
�/�� �����～�����

�����

�����������

�!�"#$%
毎週月曜～金曜日 (祝日除く)

�����～�����

��	
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���������

�	
�&'()#)#*
�/�･�･�･��･��･��･��･��･�	･

�
･��
�����～�����

��	
�����������

�������	
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�	
�+,-
�/�� ����～�����
�/��･�� �����～�����
��./0$%123.4�5678
毎週月曜～金曜日 (祝日除く)

�����～�����

��������

��������	�����

�	
��9:
�/	･��･��･��･�� ��/�
��#�;�9: (祝日除く)
�毎週月･水･木･金曜日

�����～�
���

�毎週火曜日 �����～�
���

�毎週土曜日 ����～�����

�����

�����������
��

�/<=>+,- (祝日除く)
�毎週月曜～土曜日
※�/�(水)･��(水)･
��(土)･��/�(金)はお休み
します｡

� ���!�"#$%&'(

�������������������

�����
��

(.C��>0*���DE�;�
�FGHIJKLMNO#P
毎週土曜日 (祝日除く)

�	���～�	���
近代図書館�階 ｢ブックル｣
�QRSHIMNO#P
�/�･� �	���～�����
近代図書館�階 ｢ブックル｣
��TGHIUVWXYZ[
�/�� 受付�����～�����
�TGHI\�\�DE�;�

�����～(��分程度)
近代図書館�階 ｢ブックル｣

)*+,-

��������
	��

D]MNO#P�
�FG^G_HIJKLMNO#P
�/�･�� �	���～�	���
相知図書館児童室

./+,-

����������	��	

�`D:LCa�
�/	･�･��･��･�� ��/�･

�(bcdeLfghi��*�a
毎週 月･水･木･金曜日
(祝日除く) �����～

0����

�����������	���

�jVjL$%
毎週火･水･金曜日･第�土曜日

����～�
���

1!���

 �� ������
���

��#�;�9: (祝日除く)
毎週水曜日 �����～�����
�klmn�a (祝日除く)
�毎週月曜～金曜日

�����～�
���

�毎週土曜日 ����～�����

23���

���!"���������

�����$%
�/�･��･�	･��･�	･�
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��������������

��o"#$%
(場所�大久保コミュニティセンター)
毎週火･水･金曜日・�/��(土)
(祝日除く) �����～�����

�78���

#$�%&'���������
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TU789:
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eH�/fgO
`89:
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�電話または窓口で､ 相談者の希望す
る時間帯を先着順に受け付けます｡
予約した時間の��分前には必ず来
庁してください｡

�相談内容によっては､ お受けできな
い場合もあります｡

���������
	 
 相談希望日の前週の金曜日

(金曜日が祝日の場合は木曜日)
�� 相談希望日の�週間前

������
���������������
����������

�
�

�日
(月)

�����～�����
本庁市民相談室

�日
(火)

�����～�����
肥前支所���号会議室

��日
(月)

�����～�����
本庁市民相談室

��日
(火)

�����～�����
厳木支所�階会議室

��日
(金)

�����～�����
七山支所�階相談室

�	日
(月)

�����～�����
本庁市民相談室

��
�

�日
(水)

�����～�����
北波多公民館

�日
(金)

�����～�����
浜玉支所�階相談室

閉庁日を除く毎日 ����～�
���

本庁女性・児童相談室(福祉事務所内)

��月�日(木) �����～�����は
県からの相談員も相談に応じます｡

�随時相談可能です｡ 電話での予約も
受け付けます｡

�	
���
��� ���� �����������	�

��

�月	日(金)､ ��月�日(金)
�����～�����

唐津上場商工会
経営支援センター(玄海事務所)

�	���～�����

唐津東商工会(本所)

�月��日(火)､ ��月�日(火)
�����～�����

唐津商工会議所

�相談は無料です｡ 事前に申し込みが
必要です｡
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�月�日(水)､ ��月�日(水)

�	���～�	���
/01��
毎週火曜日 ����～�����
※�月��日(火)は夜間もあります

�
���～�����
23456789:���.���
毎週木曜日 ����～�����
;<&=�����.���
毎週水曜日 �����～�����
>?���.���
平日随時実施 ����～�
���
@A���.���
�月��日(金) �	���～�����
BCDEFGHI�.���
�月��日(火) �����～�����

������������
JK&=��LM�����
����
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�
�

�日
(火)

����～�����
小川島老人憩の家(呼子)

�日
(木)

����～�����
七山公民館

��日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

�����～�����
肥前支所���号会議室

��日
(水)

�����～�����
北波多老人憩の家

��日
(火)

����～�����
厳木支所�階会議室

��日
(水)

�����～�����
鎮西支所相談室

��日
(木)

����～�����
相知支所別館会議室

��日
(水)

�����～�����
本庁第�会議室

��
�

�日
(木)

����～�����
七山公民館

�日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

��日
(水)

�����～�����
北波多老人憩の家

�����～�����
本庁第�会議室
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�
�

�日
(火)

����～�����
小川島老人憩の家(呼子)

�日
(水)

�����～�����
本庁市民相談室

�日
(木)

����～�����
七山公民館

	日
(金)

�����～�����
鎮西支所会議室

��日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

��
�

�日
(水)

����～�����
相知支所別館会議室

�����～�����
本庁市民相談室

�日
(木)

����～�����
七山公民館

�日
(金)

�����～�����
打上公民館(鎮西)

�日
(火)

����～�����
ひれふりランド(浜玉)

仕事､ 育児､ 家庭､ 健康などの相談
に､ 臨床心理士が応じます｡
�月�
日(木) �	���～�����
本庁市民相談室

※事前に予約が必要です｡
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�閉庁日を除く毎日 ����～�
���
本庁市民相談室

�土･日･祝日 ����～�
���
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県では､第��回全国障害者芸術･
文化祭さが大会のボラティアスタッ
フを募集しています｡
主な活動は､イベント会場での声
かけ､会場案内､移動の手助けなど
です｡ 事前研修会も予定されてい
ます｡ご協力お願いします｡
詳しくは､佐賀県ホームページを
ご覧ください｡
������
� � ��月��日(金･祝)～��日(日)
��	 佐賀市文化会館・佐賀県
総合体育館

�������	
�����
������������
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"#*+, 甲､ 乙､ 丙種
"#- ��月��日(日)
��	 佐賀大学本庄キャンパス
./0123
4/567
�月��日(木)～��月�日(金)
※郵送は当日消印有効
89:67
�月�	日(月)～��月�日(火)
./;<= 〒�
������
佐賀市松原�丁目�番��号
佐賀商工会館別館�階 (財)消防
試験研究センター佐賀県支部
./>?@A 消防本部予防課､
消防署､ 各分署

,-./0123���

BCDE 西唐津･和多田･相賀･
神田･中の瀬･上神田･鏡･山本･
栄町･御

ご

見
けん

馬
ば

場
ば

･新和多田
6F/>G �月�日(土)から

※�/�を除く
6F23 �月�日(水)～�月��日(水)

�/�､�/�を除く����～�����
6F/*>1H01@A 県営住
宅指定管理者 川原建設㈱唐津
管理室(唐津総合庁舎 別館)

�IJKLMNOP QRSTU
VWNOX�����	����

456789:;!<=$>?���

特定保健指導のための研修会を
実施します｡
YZP 医師､保健師､管理栄養士､

看護師(保健指導経験者)
� � ��/��､��/��､��/��

�����～�	���
��	 佐賀県総合保健会館
M [ ��人
0\] 無料
6F2^ �月��日(金)まで
6F_` 郵送またはファックス､
Ｅメールで受講申込書を送付し
てください｡ 申込書はホームペー
ジからダウンロードできます｡
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e�t 大腸がんについて
� � �月��日(土) �����～�����
��	 済生会唐津病院�階会議室
M [ ��人 uv] 無料
※電話でお申し込みください｡
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�
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{ | 九州電力が発行する�月
分の検針票で電気使用量を前年
同月比�％以上削減できた人���
人に､ 抽せんで協賛企業の提供
商品などをプレゼントします｡
}B_` 九州電力から届く検針
表の｢平成�
年�月分｣を確認し､
検針表に記載されている前年同
月の電気使用量より�％以上削
減できていれば応募できます｡
※応募方法など詳しくは､県または
市ホームページをご覧ください｡
}B2^ ��月��日(水)まで
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※��日の食事療法のみ�����～�����｡
実食もできます｡(�食���円)
��	 唐津赤十字病院
0\] 無料 ※電話でお申し込みください｡
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(財)日本遺族会では､先の大戦で
父などを亡くした戦没者の遺児を
対象に､旧戦地を訪ね､慰霊追悼と
友好親善活動を行います｡
※申込方法､日程､実施国など詳し
くはお問い合わせください｡

�!�-�������
���
�
��	����	�

����� delmWX���

uv���� 戦没者の遺族
����= 硫黄島､トラック諸島､
マリアナ諸島､フィリピン､マー
シャル・ギルバード諸島
※申込方法､申込期限および巡拝の
時期は､お問い合わせください｡
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就職を希望する障害のある人に､
多くの企業との情報交換の場を提
供し､ 障害者雇用を進めるため､
就職面接会を開催します｡
� � ��月��日(金)�����～�����

�	
 佐賀県総合体育館 大競技
場 (佐賀市日の出)
��� 求職者は��月�日(金)
までに､ 事業主は�月�	日(金)
までに､ 最寄りのハローワーク
までお申し込みください｡

������������������

�月��日(月)から��日(日)は､
通常の電話による相談時間を延長し
相談を受け付けます｡
高齢者や障害者ご本人やその家族
からの人権にかかわる悩みごと､ 心
配ごとなどの相談に､ 法務局職員､
人権擁護委員が応じます｡
秘密は固く守られますので､ お気
軽にご相談ください｡
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聴くことに必要な心得や､ 心を
込めて話を聴くことを学びます｡
� � �月�日(水)～��月�日(水)

の毎週水曜日(全�回)
�����～�����

�	
 高齢者福祉会館りふれ研修室③
9 : 心理カウンセラー

葉月 優理菜 さん
; < ��人
=9> 無料(テキスト代�,���円)

��?@AB'CDEF�
GHEIJKDEF�����������

この調査は､ ��月�日を基準日
として､ 日本に住んでいる人の就
業状況を調べ､ 雇用や経済の政策
に役立てることを目的として､ 全
国約
�万世帯に住む��歳以上の
人を対象に現在行っています｡
皆さんのご理解とご協力をよろ

しくお願いします｡

	)*+,-./01234
567
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さまざまな分野で女性が活躍し
ていますが､ 地域での活動には多
くの課題があります｡
より良い地域社会を目指し活動

している､ 女性を中心メンバーと
した団体・グループの皆さん､ そ
れぞれの活動を更に盛りあげるた
め語り合いましょう！
V W 各団体の活動発表､ 情報交
換､自由トークなど

� � �月��日(水)�����～�����

�	
 唐津市民交流プラザ会議室
(大手口センタービル�階)
XY> 無料
��Z[ �月��日(金)まで
��� 電話・ファックスなど
でお申し込みください｡
※活動発表(�分程度)をしていた
だける団体は､ 申し込みのとき
にお知らせください｡
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高齢者ふれあい会館りふれ ｢ふ
れあいの湯｣ を無料開放します｡
opi 市内在住の��歳以上の人
� � �月��日(土)～�月��日(金)

�����～�����

※�/��､�/��は除きます｡
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ひとり暮らしの今後が心配､ 知
的障害を持つ子どもの将来が不安､
遺産分割をしたいけれど相続人が
認知症でできないなど､ 成年後見
に関する相談に応じます｡
� � �月��日(土)※予約不要

�����～�����
�	
 アバンセ
階第�研修室

(佐賀市天神)

FG0HIJK�LM =>DE

��)~��<m���
������������
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解雇や賃金未払いなど労使間の
トラブルで悩んでいませんか｡
佐賀県労働委員会では､ ｢あっせ
ん制度｣ により公平・中立な立場
で､ 労使間のトラブル解決をお手
伝いします｡
詳しくは､ ホームページをご覧

ください｡
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不動産鑑定士による無料相談を
受け付けます｡
� � ��月��日(金)

�����～�����
�	
 市役所本庁�階 第�会議室

【受付時間】
�月��日(月)～�月��日(日)
	���～����� ※土日は�����～�����
【電話番号】
������������

佐賀県労働委員会 ��
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�月��日､ 増田神社夏祭りが､ 肥前町高串地区で
開催されました｡ この祭りは､ 今から約���年前､
コレラが流行していた高串地区に赴任し､ 不眠不休
で防疫活動や､ 亡くなった人々の遺体の埋葬にあた
り､ 自らもコレラに倒れ亡くなった増田敬太郎巡査
をしのび毎年行われている祭りです｡
巡査の死を深く悲しんだ地区の人々が､ 巡査の功
績を称えまつったのが増田神社で､ 日本で唯一の警
官 (警神) をまつった神社です｡
警察学校に入学した生徒さんは､ 毎年必ず参拝に
訪れ､ 佐賀県警音楽隊の演奏パレードもありました｡
また､ 紙製の白馬に乗った増田巡査のヤマなどが作
られ､ 町中を巡行していました｡
高串地区の皆さんは､ 約���年間､ 増田巡査への

敬意の気持ちを忘れず､ 次の世代へとその心を引き
継いでいます｡

����������������������������				
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������������� �!" プライバシー問題など人権に関する相談などです｡
お気軽にお越しください｡ 相談は無料で､ 秘密は厳
守されます｡
なお､ 相談事項に関して資料などがあればお持ち

ください｡ また､ 当日は､相談所の開設のみで､各種
申請の受け付けや証明書類の発行などはできません｡
� � �月��日(日) �����～�����
�	
 佐賀地方法務局唐津支局(千代田町)

��������	
��������
県内の高校生の就職希望者のうち､ 半数以上の生徒
が県内への就職を希望しています｡
しかし景気動向の先行き不透明感から新規採用を控
える企業や､ 求人提出に至っていない企業も少なくあ
りません｡
厳しい経済状況の中ではありますが､ お早めに採用
計画をご検討いただき､ 来春卒業する高校生が�人で
も多く就職できるよう､ ハローワークまで求人の申し
込みをお願いします｡

�����������������
平成��年�月�日から障害者の法定雇用率が現行の

����� ����!引き上げられます｡ また､ 障害者
を雇用しなければならない事業主の範囲が､ 従業員
�	人以上から��人以上に変わります｡ 詳しくはお問
い合わせ下さい｡
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先の大戦で､ 外地などに派遣され戦時衛生勤務に従
事した､ 旧日本赤十字社救護看護婦と旧陸海軍従軍看
護婦の人に､ そのご苦労に報いるため内閣総理大臣名
の書状を贈呈しています｡
詳しくはお問い合わせください｡

+,-./01&23456789):
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警察では､ 毎年�月��日を ｢警察相談の日｣ として

います｡ 警察相談窓口を皆さんに広く知っていただ
き､ 気軽に相談でき､ 誰もが安全で平穏な日常生活
を送ることができるように努めています｡
たとえば､
・地域の防犯や暴力団に関すること｡
・交通の規制や取り締まりに関すること｡
・家庭内暴力やストーカーに関すること｡

佐賀地方法務局唐津支局では､ 平日に法務局へ相
談においでになれない人のために､ ｢全国一斉！法務
局休日相談所｣ を開設します｡
当日は､ 法務局職員のほか､ 公証人､ 司法書士､

土地家屋調査士および人権擁護委員が､ 相談に応じ
ます｡ 相談内容は､ 相続､ 遺言､ 離婚､ 成年後見に
関する相談､ 土地・建物などの不動産の登記に関す
る相談､ 隣接地との筆界に関する相談､ 婚姻や養子
縁組など戸籍届出などに関する相談､ 地代､ 家賃､
給料の差し押さえなど供託に関する相談､ いじめ､

・振り込め詐欺やヤミ金に関すること｡
・そのほか各種申請や手続きに関すること
など皆さんが困ったり悩んだりしていることについ
て相談に応じています｡ 緊急でない困りごとの相談
や問い合わせは､ �./0123�����45
6�78�9�9�:�.;<=0�0>8?
�人で悩まずにご相談ください｡
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浜玉町浜崎地区で伝統行事 ｢浜崎�園祭｣ が

開催されました｡

平
へい

治
じ

の乱・六
ろく

条
じょう

河原
がわら

の戦いや衣川館
ころもがわのたち

の戦い・

弁慶立往生の場､ 那
な

須
すの

与
よ

一
いち

扇の的を射るなどの

絢爛豪華な飾りが施された３台の巨大な山笠が

曳
ひ

き回されました｡

今年で���年目を迎えた祭は､ ヨイヤサーの

掛け声も勇ましく､ 車輪をきしませながら ｢大

まぎり｣ を披露し､ 多くの観客を魅了しました｡

(�月��日､ ��日)

�������	
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平成��年�月に開館した旧高取邸の入館者が平成��年

�月�	日に､ 
�万人を達成しました｡


�万人目となったのは､ 北九州市在住の有
あり

吉
よし

守
もり

次
つぐ

さん

です｡ 有吉さんは､ この日､ ご家族�人で唐津に観光に訪

れていて､ 記念品として唐ワンくんから唐津焼の湯呑み

ペア一組と､ 旧高取邸の江崎館長から図録など旧高取邸

グッズ一式が贈られました｡

有吉さんは ｢とてもびっくりしています｡ 知人から旧

高取邸が素晴らしいと聞いて､ 訪れてみました｡ とても

よい記念になりました｣ と話していました｡ (�月�	日)

�������������� !"#$%�

鳴神の丘運動公園から観音の滝を会場として ｢����国際渓流

滝登り in ななやま｣ が開催されました｡

今年で�
回目を迎えた滝登りは去年よりも多い�	か国､ �,��	

人が参加しました｡

猛暑の中スタートの合図と共に歩いていく選手もいれば､ 早く

水に入りたくてたまらなくて走って渓流を目指す選手もいました｡

また､ 家族や友人たちで参加したチームも数多くあり､ みんな

で協力し助け合いながら元気よく渓流を登りました｡

(�月��日)
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相知中学校周辺で唐津市相知消防団の非常召
集訓練が行われ､団員約���人が参加しました｡
訓練は､ 火災に即応する消防戦略の研究とポ
ンプ操法技術の向上を目的として､ 毎年この時
期に開催しているものです｡
当日は､ 林野火災を想定した支所からの一斉
指令で全分団の団員が出動､ 各部の連携したポ
ンプ操作で放水から消火までの演習を行いまし
た｡
参加した団員達は､ 多数の市民が訓練の様子
を見守る中､ 終始きびきびした動作で訓練を実
施していました｡ (�月��日)

�������� �������
呼子スポーツセンターで呼子消防団の夏季訓
練が行われました｡
この訓練は､ 団員の資質向上と優れた技術の
習得を目的に行っています｡
小隊訓練では､ 停止間と行進間の動作を行い
ました｡ これは､ 指揮者の号令に対する各団員
の機敏な動きと同調性が必要となる重要な訓練
の一つです｡ 特に新入団員は､ 始めは動きが分
からず戸惑っていましたが､ 訓練が進むにつれ
てベテラン団員の機敏な動きにもついて行ける
ようになり､ きびきびとした訓練が行われまし
た｡ (�月�日)

����������� !"#
$%&'(
波戸岬海水浴場で打上保育園､ 名護屋保育園の年長児､ 打
上小学校�年生､ 名護屋小学校�年生の��人の子どもたち
が参加して､ カサゴの稚魚�,���匹の放流を行いました｡

子どもたちは､ 初めて見る魚の稚
魚に興奮した様子で ｢大きくなっ
てね｣ と言いながら放流していま
した｡
放流体験の前には今年の海水浴

客の安全を祈願して､海開きの神事
も行われました｡ (�月��日)

�)*+�,-./�012�34
北波多の夏の風物詩､ ふるさと夏まつりが開催されました｡
会場にはたくさんの出店が並び､ ステージでは､ バンドや太
鼓の演奏が披露されました｡
日が暮れた会場では､ 美しくライトアップされた徳須恵祇

園山笠を囲んでの市民総踊りで
盛り上がりました｡ まつりの最
後は､ ｢お茶と梨と唐津焼｣ の文
字が浮かぶ仕掛け花火や���発
の打ち上げ花火が夜空を彩り､
多くの来場者の目を楽しませま
した｡ (�月��日)

�56��789:;<=�>&?@
駄
だ

竹
ぢく

地区で地元の若手漁業者らでつくる ｢駄竹を元気にす
る会｣ が地引網体験イベントを開催しました｡ 県内外から
��人が参加し､ ���メートルもの長さの網を力を合わせて

約�時間かけて引きました｡ タ
イやスズキなど勢い良く跳ねる
大漁の魚に､ 子どもたちは大興
奮の様子でした｡ 地引網体験後
は､ 棚田米のおにぎりと新鮮な
魚やサザエのバーベキューを楽
しみました｡ (�月�	日開催)

�AB��������	

きゅうらぎ川あゆまつりが厳木コミュニティセンター周辺
で開催されました｡
前日からの雨の影響で河川敷は利用できませんでしたが､
会場では県内外から詰め掛けたおよそ�,���人の来場者が､

炭火で焼いたアユやヤマメに舌
鼓を打ちました｡
アユのつかみ取り､ 六本木ヒ

ロシさんとはちみつボイス☆知
展さんのライブなどが行われ､
会場は大いに盛り上がりました｡

(�月��日)
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