県政トピックス

空港にプレミアムラウンジ “さがのがら。” がオープン！

EN

SEI TOPI

3

デザイン監修は、
建築家・クリエイ
ティブ ディレク
ター 西村 浩 氏！

詳しくは
コチラ

利用料金 おとな 1,100円
（税込）※12歳以上

550円（税込）※3歳未満は無料

※提携カード会社の指定するゴールド会員または対象カード会員の方は無料
※マイエアポートクラブ会員、宣言事業所の方は割引があります

問

度です。
ボランティア活動を通した生きがい・健康づくりを始めませんか。

の声
用者

え み

例えば、こんな活動

佐賀のさまざまな柄のデザ
インに囲まれて、ゆっくりくつろ
ぐことができました。

ハート笑 美の 会
永松 美智子さん

▶ 施設利用者の話し相手

オンラインでの
活動も！

▶ 施設での歌や踊りなどの披露

佐賀ターミナルビル株式会社 ☎0952（ 46）0100

▶ 介護予防教室などの運営

※参加要件は、お住まいの市町によって異なります。詳しくは、お問い合わせください

2

認定

杵島炭鉱変電所跡を「佐賀県遺産」に認定

き しま たん こう へん でん しょ あと

おお まち れん が かん

杵島炭 鉱 変 電 所 跡（大 町 煉 瓦 館）
（大町町）

子どもたちが
歴史に触れながら
学んでいます

9：00〜12：00
ところ

物”など、22世紀へ残していくべきものを「佐賀県遺産」に認定していま
ました。炭鉱で栄えた町の歴史を物語る建物は、昭和2年に建造され、

（10：00〜12：00）

シニアのための合同企業説明会

詳しくは
佐賀県遺産

検索

未来へ羽ばたく若者たち

磨きをかけたサーブで快進撃を続ける！
車いすをパワフルに操り、多彩なサーブを武器に国内外

2021.1
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「グランドスラム」と呼ばれる世界4大大会の一つ全米オー
に輝きました。
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C

問（株）
佐賀電算センター
（合同企業説明会 運営受託者）

FAX 0952（34）1545

☎ 0952（ 34）1535

（平日 9：00〜17：00）

inst@sdcns.co.jp

援が力になるので応援よろしくお願いします」と大舞台で
の経験を糧にさらに練習に励みます。全豪オープン、東京
2020パラリンピックへの出場も確実視されており、さらな
る活躍に期待が高まります。

ニュージーランドフェア
を開催します

全仏オープンで準優勝の
シャーレを手にする大谷さん

EN

SEI TOPI
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期間限定

C

「辛サガアツイ食堂
2021」
オープン！

ニュージーランドは、東京2020大会に向けた佐賀県

佐賀の“アツイ”伝統工芸品と絶

のホストタウン相手国の一つです。そこで、同国の文化

品激辛料理のコラボ企画「辛サガア

に親しんでもらうため、イベントを開催！マオリ族の伝

ツイ食 堂 」が 、今 年も 期 間 限 定 で

統舞踊「ハカ」のステージ、講演会や雑貨販売のほか、美

オープンします。伝統工芸品の展示

しい風景写真の展示も行います。ニュージーランドの文

販売やワークショップもあります。

化をぜひご堪能ください。

おいしくて元気になれる「辛サガ」

1月17日（日）10：00〜17：00

屋外会場では、ラムチョップや
コーヒーも楽しめます。

マオリ族に伝わる伝統舞踊
「ハカ」と「ポイ・ダンス」を披露！
★体験もできますよ★

体験をお楽しみください。
と き

1月20日（水）〜31日（日）10：00〜20：00（予定）
き ら

ところ SAGA MADO、
みのりカフェ季楽（佐賀駅前）
（佐賀市駅前中央 コムボックス佐賀駅前1階）

弓野人形 パンケーキ

「どんな試合でも自分らしいプレーが発揮できるように力
をつけ、その集大成としてメダルを目指します。皆さんの応

魅力を満喫！

ところ モラージュ佐賀
（佐賀市巨勢町）

ズ2連覇を達成した大谷選手。2020年9月には、夢だった
プンに出場、続く10月の全仏オープンでは初出場で準優勝

EN

と き

で勝利を重ね、2019年に全日本選抜車いすテニスマスター

（2020年11月現在）

先着

100名

S

都市計画課 ☎0952（ 25 ）7326

NEXT GENERATION

1995年、栃木県生まれ。小学
3年生から硬式テニスを始め、
インター ハイにも出 場 する
が、高校卒業後、病気の治療
のなかで車いす生活となる。
2016年、西九州大学へ進学し
てから始めた車いすテニスで
頭角を現し、現在世界ランキ
ング7位、国内２位の成績。

35名

1（月）

電話もしくは、FAX・メールで「氏名・電話番号・参加希望番号
（ ・ 両方も可）」を明記のうえ、下記の問い合わせ先に申
し込みください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
開催を中止する場合があります

S

問

ももこ

先着

申込締切

2

現在は「大町煉瓦館」の愛称で親しまれています。有志で発足した杵島
して活用。大町子どもガイドの育成やイベントなどに利用されています。

大谷 桃子さん

主催 佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会

サンメッセ鳥栖（鳥栖市本鳥栖町）

☎0952（31）4165

鳥栖市周辺の
企業を中心に、
約30社が出展！

合同企業説明会

シニアのためのお金と働き方講座

県では、“美しい景観の地区”や“地域のシンボルとなっている建造
す。今回新たに大町町の「杵島炭鉱変電所跡」を認定し、計57件になり

働きたいシニアのための

（9：00〜10：00）

炭鉱変電所跡活用推進会が中心となり、地域のコミュニティスペースと

おおたに

4（木）

問（公財）
佐賀県長寿社会振興財団

K

こども

イントを受け取り、貯まったポイントを換金（上限5,000円/年）
できる制

しんでもらい
施設利用者さんに心から楽
今は、DVD
たいと思って活動しています。
カタチで
上映やオンラインなどの新しい す。
いま
みなさんに元気や笑顔を届けて

気力と体力にあふれる︑いきいきとしたシニア世代が増え︑そ

シニア世代が介護施設や介護予防教室などでボランティア活動をしてポ

誇れる佐賀の魅力を表現した空間となっています。佐賀の伝統技術が随所に光る、佐賀

営業時間 8：30から国内線最終便搭乗案内まで
（年中無休）

登録者
募集中！

の力は企業や介護現場の新たな担い手として注目されていま

焼の豆皿の展示など、佐賀の特徴を「がら（柄）」にして、身近な日常の中にある世界に

利

シニア世代の活躍の場が広がっています

サポー ティア S A G A

リニューアルしました。有明海一面に広がる海苔畑や佐賀のクリークを模した壁、有田

らしいおもてなしの空間で、快適なひとときを過ごしてみませんか。

ボランティアをしたい方、働きたい方

す︒あなたも活躍の場を広げてみませんか？

九州佐賀国際空港の有料ラウンジが、増築された旅客ターミナルビルの2階に移転・

C

S

K

地域HOT通信

白石焼 焼き飯

詳しくは
コチラ

SSPトップアスリート
として県内を拠点に
練習に打ち込み
ます！

※イメージです

パリっと白石焼き飯
炎の弓野人形パンケーキ
やきそばパン
カレー
からあげ

※提供メニューは、
開発中のため変更になる場合があります
詳しくは

文化課 ☎0952（25 ）7236
culture_art@pref.saga.lg.jp

詳しくは

流通・貿易課 ☎0952（25 ）7095
ryuutsuu-boueki@pref.saga.lg.jp
2021.1
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