
9月の催事販売会

９月20日㈭～26日㈬
お供えもの、準備はマルシェでどうぞ

秋のお彼岸

●栗100％の栗団子直売会
７日㈮～10日㈪・14日㈮～17日㈪・21日㈮～24日㈪
午前9時～午後５時
※9月下旬には新栗の焼栗も販売予定。
●吉川商店の漬物試食販売会
　８日㈯～９日㈰・29日㈯～30日㈰
　午前9時～午後５時
●他にも旬香のわらびもち、おにさかの辛子蓮根・天ぷら
実演販売も開催予定。詳しくは店頭で発表します。

　お彼岸は祖先を敬い亡くなった人を
しのぶ日とされています。
　マルシェでは切り花やおはぎなど取
り揃えています。
　おはぎは事前予約も受け付けます。

クラッシーノ・マルシェ（営業時間　午前9時～午後7時）
定休日　9月13日㈭
生産者（野菜・果物・弁当・加工品などの出荷者）募集中！

問い合わせ先　一般社団法人 クラッシーノこうし
☎ 342-5554　FAX 342-5550
ホームページ　http://www.klassino-koshi.jp

うまかもん店　
　　　　　自慢の一品

　地域の人に愛される居酒屋。合志産の食材はクラッ
シーノ・マルシェで仕入れます。旬や新鮮さにこだわり、
食材に応じてその日の合志産メニューを決めます。

　取材をした日の合志産食
材を使ったメニューがこち
ら。ブルーベリーを甘味以
外に使えないかと店主が創
作。鮮やかなソースが絡ん
だエビはプリプリ、衣サク
サク、フレッシュなブルー
ベリーで後味さっぱりです。   

●問い合わせ先　☎ 344-6454
　　　　　　　　須屋319-17　スヤプラザ　
●営業時間　午後６時～午前０時（金・土曜は午前１時まで）
　　　　　　※ラストオーダーは閉店30分前
●定休日　　月曜日　

炭火専科  梟―ふくろう―

ブルーベリーのエビマヨ

　一番人気のふくろう焼
き（鶏肉の炭火焼き）をは
じめ、持ち帰りできるメ
ニューも。仕事帰りなど
に立ち寄ってみませんか。
どの合志産メニューに出
会えるかはお楽しみ。

持ち帰りもできます 
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絵から「7つ」違いを探し、答えをはがきに書いて送っ　上・下の絵か
さい。正解者の中から８人に、てください 「図書カード（500円分）」
レゼント。当選者の発表は発送をもって代えます。をプレゼ

8 6 1 1 1 9 5

合
志
市
役
所

「
間
違
い
さ
が
し
」
係

８月号の答え

絵　佐藤峰子さん（黒石団地）

●締め切り ９月28日（金） 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＞

９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、
キラッと輝く合志人
紹介など
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9/6木 7金 8土
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
図書館延長開館■西
20:00まで
西合志図書館
夜のテーブルトーク■西
18:30 ～ 20:00
西合志図書館

星空観望会■西
19:00 ～ 21:30
西合志図書館天文台

9日 10月 11火 12水 13木 14金 15土
窓口証明業務
日曜日開庁■市 ■税
9:00 ～ 13:00
合志庁舎
ワークショップ■マ
13:30 ～ 15:00
合志マンガミュージアム
赤ちゃんのための読み聞かせ講座■西
11:00 ～
ヴィーブル

認知症カフェ■包
13:30 ～ 15:00
ふれあい館

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

育児相談■健
９:30～ 11:00
ヴィーブル
法律・行政
心配ごと相談■社
10:00 ～ 14:30
みどり館
こころの相談■健
13:45 ～要予約
ヴィーブル

図書館延長開館■西
20:00まで
西合志図書館

特設人権相談所■人
10:00 ～ 15:00
泉ヶ丘市民センター

星空観望会■西
19:00 ～ 21:30
西合志図書館天文台

休●▲★◆■M 休◎

16日 17月 18火 19水 20木 21金 22土
窓口証明業務
日曜日開庁■市 ■税
9:00 ～ 13:00
合志庁舎
個人番号カード
交付窓口開設日■市
9:00 ～ 12:00
合志庁舎

老人憩いの家
特別開館■社

４～５カ月児健診■健
13:15 ～ 13:45
ふれあい館

法律・行政
心配ごと相談■社
10:00 ～ 14:30
御代志市民センター
図書館延長開館■西
20:00まで
西合志図書館

合志マンガ義塾■マ
13:30 ～ 15:00
合志マンガミュージアム
星空観望会■西
19:00 ～ 21:30
西合志図書館天文台

休◆ 休●▲★◎M

23日 24月 25火 26水 27木 28金 29土
窓口証明業務
日曜日開庁■市 ■税
9:00 ～ 13:00
合志庁舎

天文台特別観望会
中秋の名月観望会■西
19:00 ～ 21:30
西合志図書館天文台

４～５カ月児健診■健
13:15 ～ 13:45
泉ヶ丘市民センター

７～８カ月児健診■健
13:15 ～ 13:45
ふれあい館

ブックスタート■西
14:00 ～ 16:30
ふれあい館

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■西
14:00 ～ 16:30
泉ヶ丘市民センター

星空観望会■西
19:00 ～ 21:30
西合志図書館天文台

休◆ 休◆■ 休●▲★◎M 休★M

30日 10/1月 2火 3水 4木 5金 6土
窓口証明業務
日曜日開庁■市 ■税
9:00 ～ 13:00
合志庁舎
トレーニングルーム・
歴史資料館休館■生

法律・行政
心配ごと相談■社
10:00 ～ 14:30
泉ヶ丘市民センター
３歳児健診■健
13:15 ～ 13:45
泉ヶ丘市民センター

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
19:00 ～ 21:30
西合志図書館天文台

休●▲★◆■M 休◎

7日 8月 9火 10水 11木 12金 13土
窓口証明業務
日曜日開庁■市 ■税
9:00 ～ 13:00
合志庁舎

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
泉ヶ丘市民センター
認知症カフェ■包
13:30 ～ 15:00
ふれあい館
こころの相談■健
13:45 ～要予約
ヴィーブル

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

図書館延長開館■西
20:00まで
西合志図書館

合志マンガ義塾■マ
13:30 ～ 15:00
合志マンガミュージアム
秋の夜の図書館探検隊■西
17:00 ～ 22:00
西合志図書館
星空観望会■西
19:00 ～ 21:30
西合志図書館天文台

休◆■ 休●▲★◎M

2018年 9月 ▶ 10月

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

防災行政無線聞き直しダイヤル
防災情報お知らせメール

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 ☎ 248-1100　ところ……ヴィーブル１階 安心サポート合志
相談方法……電話・来庁 ☎ 248-1199　ところ……ヴィーブル１階 女性・子ども支援課
総務課　総務・男女共同参画班 ☎ 248-1112
☎ 248-2288
bousai.koshi-city@raiden.ktaiwork.jp

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
西合志総合窓口課
（西合志庁舎）………☎ 242－ 1113
■市市民課 ☎248－1113　課 ■税税務課 ☎248－1114　課 ■健健康づくり推進課☎248－1173 ■生生涯学習課 ☎ 248－5555　■包高齢者支援課包括支援センター班 ☎248－1126班
■人人権啓発教育課 ☎248－ 2399　課 ■西西合志図書館 ☎ 242－ 5555　■社合志市社会福祉協議会 ☎ 242－ 7000 ■マ合志マンガミュージアム ☎ 273－ 6766

須屋支所……………☎ 345－ 4400
須屋市民センター…☎ 346－ 4112
泉ヶ丘支所（市民センター）☎ 248－ 3453
ヴィーブル…………☎ 248－ 5555
御代志市民センター☎ 242－ 1190

黒石市民センター…☎ 242－ 2321
野々島市民センター…☎ 242－ 1636
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
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

●コミュニティ施設休館（御代志・須屋・黒石・野々島市民センター）
▲ヴィーブル休館・市民体育館休館
★市立図書館休館 ◆ふれあい館休館　◎みどり館休館
■老人憩の家休館 Mマンガミュージアム休館

市県民税　　　　第４期
国民健康保険税　第４期 　の納期限は10月１日㈪です。
固定資産税　　　第４期 口座振替も10月１日㈪です
市税などの納付には便利な口座振替が利用できます。
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