Information

差押さえた財産をインターネットで公売しています。
〜税務課〜http:www.city.takeo.lg.jp/koubai/Index.html

佐賀県太陽光発電
トップランナー推進事業
県は、住宅用太陽光発電の新規
設置者に助成をしています。
◆対象者 佐賀県内に居住する
労使間のトラブル解決
方で、今年４月１日から来年３月
をお手伝いします
３１日までに、自ら所有し居住す
る住宅に、新規に住宅用太陽光
解雇や賃金未払いなど労使間
発電システム（設備容量は10ｋ
のトラブルで悩んでいませんか。 W未満とします）
を設置された人
労働委員会では、中立、公平 ◆募集期間 年間を通じて募集し
な立場で、あっせんなどの制度
ます。
（締切日:来年３月31日）
により、トラブル解決をお手伝 ◆ 助成の内容 太陽電池の最大
いします。利用は無料、秘密は
出力の値（ｋW表示とし、小数点
厳守しますのでお気軽にご相談
以下第3位を四捨五入）に１万5
ください。詳しくは、労働委員
千円を乗じて得た額（千円未満
会へお尋ねください。
は切り捨て）で、上限は6万円で
す。
問 佐賀県労働委員会事務局
問 佐賀県地球温暖化対策課
（県庁新行政棟11階）
0952(25)7242（直通）
0952（25）7474
Email
roudoui@pref.saga.lg.jp
参

在宅介護者交流会
参加者募集
障がいをお持ちの方や高齢者
の方を在宅で介護にあたっている
方を対象に、日頃の悩みや体験、
介護技術や知識、機器、サービス
等についての情報交換の場として
交流会を開催します。当日は講師
荒川千代美氏（NPO法人みつわ
代表）による
「自分でできる簡単健
康法」
の講演があります。
◆日時 ９月30日(火)
13時〜15時30分
◆会場 武雄市北方支所２階
◆参加費 200円(保険料含む)
◆定 員 30名
◆申込締切 ９月１９日(金)
問 武雄市社会福祉協議会
（36）
5505

サロンボランティア
養成講座参加者募集

加者

募集

高齢者対象の「ふれあい・いき
いきサロン」活動ですぐに役立つ
レクリエーション実技を楽しく学ぶ
子どもが、健康で元気に過ごすためには毎日の食事が大切です 。食事
の
のアドバイスや調理の工夫などを学ぶ食育教室の参加者を募集します。 『サロンボランティア養成講座』
受講生を募集します。
◇テーマ めざせ野菜好き
◇日時 ９月29日
（月）10時〜13時
◆日時 ①9/19(金) ②9/26(金)
◇場所 おひさま（武雄市子育て総合支援センター）
③10/3(金)全10:00〜12:00
◇参加費など 500円（子ども同伴の場合は託児・食材費として１人に
◆場所 北方公民館
つき100円加算）米１合
◇対 象 就学前の子どもの保護者
◆講師 武雄市レクリエーション
◇持ってくるもの エプロン、三角巾
協会会長 森 恵美 氏
◇その他 調理実習中は託児あり 問 食育課
（23）9217
◆対象者
一般市民
子育て支援セミナーのお知らせ
◆定員
20名
ネット社会に潜む危険性についての講演会と月見茶会を開催します。 ◆参加費 100円(保険料含む)
現在子どもたちが置かれている環境について、ちょっと考えてみま ◆申込締切 9月10日(水)
せんか。◆日時 ９月12日（金）19時〜 ◆場所 武雄市文化会館
問 武雄市社会福祉協議会
大集会室Ａおよび庭園 問 武雄青年会議所 （23）4333
（36）5505

はじめよう食育

子育て応援クッキング

パソコン講習会開催
◆日時

10月27日（月）〜30日
（木）
《４日間》
◆場所 杵藤地区広域市町村圏
組合
（市役所横）
◆定員 20名
（先着順）
◆応募資格 ①20歳以上の人で、
圏域内居住者もしくは勤務者。
②レベル的に初級ですので、
エクセル、ワードの基礎を身
につけたい方。
◆講習費用 2000円／１人
◆受付期間 ９月26日
（金）
まで
※白石、鹿島会場もありますの
でお問い合せください。
◆申込方法 申込用紙をご記入
の上、下記までお申込ください。
（申込用紙は、杵藤広域圏組
合事務局、武雄市企画課、ホ
ームページからもダウンロー
ドできます。）
問 杵藤地区広域市町村圏組合
事務局総務課
（23）
5142
ＨＰアドレス
http://www.kitou-web.jp

遺言、任意後見、各種
契約などの無料相談会

９月10日は世界自殺予防デー
公証人制度は、遺言や私人の
間で行われる各種契約など生活 になっています。９／10〜９／
に欠かせない法律に関し、国の 16の１週間を自殺予防週間として、
機関として、その文書を作成・ こころの健康や命の大切さについ
証明し、確実な証拠を残すこと ての正しい知識の普及と、自殺の
でトラブルを未然に防ぐ制度です。 危険に気づいたときの対応、支援
10月１日から１週間は、公証週 の必要性について理解を深めるこ
間となっております。相談は無 とを目的として実施しています。
料で、秘密は堅く守られますので、 『佐賀いのちの電話』では、１
人で悩み苦しんでいる方や自殺を
お気軽にご利用ください。
◆相談の内容 遺言の作成に関 考えている方々の相談を24時間
する相談、金銭・土地建物の 体制で受けています。１人で悩ま
賃借に関する相談、老後の財 ないで電話してください。
0952(34)4343(24時間）
産管理（任意後見）に関する
フリーダイヤル
相談、離婚に伴う子の養育費・
0120(400)337(毎月１日)
財産分与に関する相談、年金
0120(738)556(毎月10日）
分割請求に関する相談、その
他各種契約に関する相談
◆日時 10月８日
（水）
10時〜15時
◆場所武雄市役所１階会議室Ａ
◆相談員 公証人１名
問 唐津公証役場
0955（72）
1083
武雄市役所総務課
（23）
９３１５（事前予約可）

おじいちゃん、
おばあちゃんといっしょに食育教室〜参加者募集〜
９月15日は「敬老の日」です。そこで、おじいちゃん、おばあち
ゃんと孫が一緒に料理をつくるふれあい食育教室を開催します。

◇内容
知って得する日本の食文化
（講話）
、
長生きの秘訣郷土料理づくり
◇日時 ９/13（土）10時〜14時 ◇対象 小４年生以下と祖父母
◇場所 武雄市文化会館調理実習室◇参加費 大 人 4 0 0 円 と 米 １合
・小学生300円と米１合 ◇持ってくる物 エプロン、三角巾
◇応募締切 ９月８日
（月）
まで 問 こども部食育課 23-9217まで

武雄カトリック幼稚園
子育て支援の紹介

課外活動（保育時間終了後課外教室があります）
※その後、延長保育もあります
〈内容〉スポーツ教室、絵画教室、習字教室、
自由遊び

随時入園者募集
（有料広告）
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Ｈ20年度「自殺予防週間」
のお知らせ

はじめよう食育

きっず･キッチン参加者募集
幼児期から食に関心を持ち、
心身ともにより良い発育を応援
するため、子ども自身が「作っ
て食べる」食育教室を３回コー
スで行います。
◆テーマ 料理にチャレンジ
◆日時
10/1･15 11/12
14時〜16時30分
◆場所 おひさま（武雄市子育
て総合支援センター）
◆参加費など 1500円、米１合
◆対象者 ４歳児から就学前児
童と保護者
◆持ってくるもの エプロン、
三角巾
問 食育課 （23）9217

◇感謝の心 ◇祈りの心
◇思いやりの心 を育てます

２才からのプチ幼稚園
（２つのコースがあり、どちらかお選びいただきます）
〈内容〉つぼみ組（毎週３回、月・水・金曜日）
バンビ教室〈毎週２回、火・木曜日〉

お問合せ 武雄カトリック幼稚園 （22）3519
（有料広告）

有料広告募集中！詳しくは秘書広報課までお問い合せください。

（有料広告）

（23）9121
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