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クラッシーノ・マルシェ
☎342-5554　営）午前9時～午後7時　休）第２木曜日　

パッケージとネーミング
を崇城大学の学生と一緒
に考えました。封かんの
トマトときゅうりのイラス
トがキュートです。

ことし２月に新発売した「つ
けまる」は、おいしい地元の
野菜をもっとおいしく食べて
ほしい、そんな思いで作った
ディップソースです。

クラッシーノ・マルシェ
☎342-5554　営）午前9時～午後7時　休）第２木曜日　

パッケージとネーミング
を崇城大学の学生と一緒
に考えました。封かんの

イラス 今年もスイカの季節がやって
きました。甘～くておいし～
いスイカをご用意！生産者と
のふれあいも楽しめます。

旬の地元野菜を厳選して7～8品をセットにしました。
１人１回限りのご利用となります。
安心安全な野菜をぜひお試しください。

マヨネーズをベースにアーモンドの風味と食感、みそのコ
クが特徴的で、ブラックペッパーをピリッと効かせました。
さらに飲む点滴といわれるほど栄養価が高いことで話題の
「甘酒」を入れ、カラダが喜ぶソースになっています。

クラッシーノこうし 新商品

野菜につけまる
～マヨみそアーモンド～

クラッシーノ News !!ラッシーノ ews !!
～春の特大号～

通販サイト　イチオシ商品

合志のお野菜
お試しセット
１‚９８０円（送料・税込）

スイカ直売会
４月23日（土）・24日（日）
午前９時～午後３時（なくなり次第終了）

通販サイト　クラッシーノ・マルシェ
http://www.klassino-koshi.jp/marche/

イメージ

間違 さがさささい し
　上・下の絵から「7つ」違いを探し、答えをはがきに書いて送ってく
ださい。正解者の中から10人に、「図書カード（500円分）」をプレゼ
ント。当選者の発表は発送をもって代えます。

●締め切り　４月28日（木）必着
●応募方法　はがきに必要事項を記入して、
　　　　　　ご応募ください。

＜裏面＞

４月号
①□□□□　⑤□□□□
②□□□□　⑥□□□□
③□□□□　⑦□□□□
④□□□□

住所・氏名・年齢・
電話番号
ご意見、ご感想など

8 6 1 1 1 9 5

合
志
市
役
所

「
間
違
い
さ
が
し
」
係

先月号の答え

絵　佐藤峰子さん（黒石団地）
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消費生活センター
生活支援相談センター
女性・子どもに関する相談
黒石原演習場関係

相談方法……電話・来庁 ☎ 248-5442　ところ……合志庁舎　２階 総務課内 消費生活センター
相談方法……電話・来庁 ☎ 242-9020　ところ……西合志庁舎３階 安心サポート合志
相談方法……電話・来庁 ☎ 242-1240　ところ……西合志庁舎３階 女性・子ども支援室
総務課　総務・男女共同参画班 ☎ 248-1112

問
い
合
わ
せ
先

合志市役所
合志庁舎………☎248－1111（代）
〒 861-1195 合志市竹迫 2140
西合志庁舎……☎242－1111（代）
〒861-1193 合志市御代志1661-1
■市市民課 ☎ 248－ 1113　■税税務課 ☎ 248－ 1114　■健健康づくり推進課 ☎ 242－ 1183　■生生涯学習課 ☎ 248－ 5555　
■西西合志図書館 ☎ 242－ 5555　■合ヴィーブル図書館 ☎ 248－ 5754　■社合志市社会福祉協議会 ☎ 242－ 7000

須屋支所……………☎ 345－ 4400
泉ヶ丘支所（市民センター）☎ 248－ 3453
御代志市民センター☎ 242－ 1190
ヴィーブル…………☎ 248－ 5555
みどり館……………☎ 248－ 0400

ふれあい館…………☎ 242－ 7000
三つの木の家………☎ 248－ 6277
老人憩の家…………☎ 242－ 2030
西合志図書館………☎ 242－ 5555
ヴィーブル図書館…☎ 248－ 5754

ユーパレス弁天……☎ 348－ 2626
人権ふれあいセンター☎ 248－ 3893
合生文化会館………☎ 242－ 3218

4/7木 8金 9土
３歳児健診■健
13:15～ 13:45
ふれあい館
図書館延長開館■西
20:00まで
西合志図書館

星空観望会■西
19:30～ 21:30
西合志図書館天文台

10日 11月 12火 13水 14木 15金 16土
窓口証明業務
日曜日開庁■市 ■税
9:00～ 13:00
合志庁舎

育児相談■健
９:30～ 11:00
泉ヶ丘市民センター

１歳６カ月児健診■健
（対象は１歳８カ月児）
13:15～ 13:45
泉ヶ丘市民センター

法律・行政・
心配ごと相談■社
10:00～ 14:30
みどり館
１歳６カ月児健診■健
（対象は１歳８カ月児）
13:15～ 13:45
ふれあい館
こころの相談■社
13:45～要予約
西合志庁舎

図書館延長開館■西
20:00まで
西合志図書館

星空観望会■西
19:30～ 21:30
西合志図書館天文台

休●▲★■◆ 休◎

17日 18月 19火 20水 21木 22金 23土
窓口証明業務
日曜日開庁■市 ■税
9:00～ 13:00
合志庁舎

栄養教室■健
10:30～
ふれあい館

法律・行政・
心配ごと相談■社
10:00～ 14:30
西合志庁舎
４～５カ月児健診■健
13:15～ 13:45
ふれあい館

４～５カ月児健診■健
13:15～ 13:45
泉ヶ丘市民センター
図書館延長開館■西
20:00まで
西合志図書館

７～８カ月児健診■健
13:15～ 13:45
泉ヶ丘市民センター
ブックスタート■合
14:00～ 16:30
泉ヶ丘市民センター

星空観望会■西
19:30～ 21:30
西合志図書館天文台

休●▲★■◆ 休◎

24日 25月 26火 27水 28木 29金 30土
窓口証明業務
日曜日開庁■市 ■税
9:00～ 13:00
合志庁舎
市カントリーパークリレー
マラソン2016 ■生
9:30～ 15:00
農業公園カントリーパーク

図書館延長開館■西
20:00まで
西合志図書館

星空観望会■西
19:30～ 21:30
西合志図書館天文台

休●▲★■◆ 休◎ 休◆
5/1日 2月 3火 4水 5木 6金 7土

窓口証明業務
日曜日開庁■市 ■税
9:00～ 13:00
合志庁舎

法律・心配ごと
相談■社
10:00～ 14:30
ふれあい館

星空観望会■西
19:30～ 21:30
西合志図書館天文台

休●▲★■◆ 休◎◆ 休◆ 休◆

●コミュニティ施設休館
  （御代志市民センター・須屋市民センター・黒石市民センター・野々島公民館）
▲ヴィーブル休館・市民体育館休館　◎みどり館休館
★市立図書館休館　■老人憩の家休館　◆ふれあい館休館

4 5月


