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夢の里ひょうご

桜まつりは大盛況でした
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有明電設が清掃活動

ヒバリが孵化しました！
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企業・団体交流PG大会開催案内

3月27日〜29日に開催

ここは最終ホール、
アウトの9番のグリーンサイド、
ク

した『感謝の集い・桜まつ

ラブハウスの目と鼻の先に
『ヒバリ』が巣ごもっていま

でゴミ拾いをしていま

開催します。昨年の12月に開催した大会には、14組

り』
は、好天に恵まれたこと

した。

した。

54名の参加があり和やかな中で楽しい交流がありま

もあり、
3日間の集客が500

平日なのに作業服をまとった集団が、
兵庫北の通り

した。

桜の 支 柱の 足 元

聞いてみると、始業

に巣があり、
大きな口

前に毎月一回、
会社の

を開けてエサのおね

周辺でゴミ拾いを続

も協力をいただき、
(株)有明電設からは夜桜見物には

だりです。
ゴールデン

けているとのことです。

欠かせない30台の照明器具を設置、
ゆめタウン佐賀

ウィーク中でもあり、

有明電設様の美化活動への協力に感謝いたします。

からは50個の桜まつりと書いたボンボリを寄贈いただ

間近に小鳥のヒナを

名を超え大盛況のうちに終
了しました。地域の企業に

満開の桜まつり会場

きました。
期間中の3日間は、会
場に特設のお飲み物販

見ることのない子ど
もたちは大喜びです。

エサをおねだりするヒナ鳥

生命の誕生に感激してくれたことでしょうね。

6月13日（土）に、第３回企業・団体交流PG大会を

場所をぽかぽか温泉に移して行われた二次会（忘
有明電設の清掃活動

こどもの日は100円でした…
100人の子ども連れが参戦

年会）
には30人が参加して、
異業種間交流を行いまし
たが、
次回も開催してとの要望がありましたので計画し
ます。
多数のチームの参加をお待ちしています。

兵庫の情報連絡網が始まりました

五月晴れの5日はキッズデー100円、子ども100円

このたびメール配信システムを使った連絡網がス

に合わせて大人も100円で開放しました。
これは普段

タートしました。
下記のURLより、
皆さんのメールアドレ

パークゴルフに馴染めない低学年の子ども対象に企

スを登録してください。
夢の里兵庫からの情報もありま

画したもので、
当日は子ども用のクラブが長く感じるお

すし、
兵庫町からの行事案内をお送りします。

作担当者30人と、市

子さまが目立っていました。

http://www.mtc-sv.jp/reg2.php?i=ulbtb

役所担当課が集まり、

そのせいで流れが悪

『桜まつり』
を記念して

とんぼの池ポンプ場・

く一般のプレーヤーに

・携帯でメール受信制限を行っている方は、

28日に開催したＰＧ大

東中野樋門、北修理

は迷惑をかけましたが、

noguchi@po.saganet.ne.jp からのメール

会には、町内外から20

田樋門、
下村樋門の4

そこは
『こどもの日』
と、

を受信できるように制限を変更してください。

チーム75名が参加して

箇所で樋門操作の説

辛抱いただきました。

売コーナーも出店し、不
足の酒類などを調達する
家族で賑わっていました。

樋門・調整池等の操作説明会と覚書締結
梅雨を前にした5月1日、
三間川上流地域の樋門操

桜まつり杯ＰＧ大会も開催

和気あいあいの中で熱
戦が繰り広げられました。

パークゴルフ大会の様子

3月にしては暖かいくらいでしたがパークゴルフに
は絶好の天候でした。
来賓として参加くださいました、山口佐賀県知事や
秀島佐賀市長をはじめ、木原・黒田の両議長も参戦、
熱い交流が行われました。

説明会の様子

冒頭に
「兵庫北地区で樋門操作と稼働堰操作を一
年間やってみて、佐賀市との覚書締結に至った。周辺

3月にクラブハウス横

農業の用排水路と一体となった管理を基本として実施

のスペースに、大きなア

しよう」
と福井理事長。

ルミ製の屋根が完成しま

覚書締結の調印式は
5月26日に佐賀市役所

が準優勝。
個人では南佐賀の永渕健治さんが優勝、
夢

で行われ 、秀島市長は

の里兵庫の福井理事長が準優勝のうえにホールイン

「地域に最も詳しい人々

募集期間の短い中で多数の参加をいただきまして
ありがとうございました。

作の学習をしました。

お子さまで賑わうキッズデー

雨の日にもバーベキューができます

団体では兵庫老人クラブが優勝、
南佐賀ＰＧ愛好会

ワンまでたたき出すという快挙を成し遂げました。

明を受けそれぞれ操

■ 注意事項 ■

ペットボトルランタンを作ろう

した。
20坪はあるでしょうこ
完成した大屋根

の協力で、過去の実績と
経験を活かしていただ

町内の兵庫小学校・清和中学校・ちえんかん保育園に案内

の屋根、雨天時にバー
ベキューにも開放してい

ます。
バーベキューコンロも無料貸し出し中ですよ・
・
・
覚書が締結されました

き、
まちを水害から守っていきたい」
と述べました。

所定の利用申込書を用意しています。
パークゴルフ
大会後の交流会等に使用してください。

クリスマスにはとんぼの池公園でペット
ボトルランタンのイルミネーションで、
光のトンネルを作ります。
みなさんの夢や希望を形にしましょう。
学校を通して案内しますので作ってね！

夢の里兵庫 企業・団体の紹介
$vmOfJ!"

これからも地域の企業様や団体様を紹介してまいります。
希望者はお申し出ください。
夢の里兵庫事務局 ☎３７−８９１８
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個室完備！ご予約最大60名まで受け付けます。
2/+9,89+.sd

!
cj
E

C
&LU
(

!Aangu:Hk

Si A)B &%'J!"

rw
D
63715"
QU
<
;t !
l

!YIngu:Hk

:`?Y$@bYK_GZX*VN



営業時間
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（平日）11：00〜15：00（O.S 14：30）
17：00〜22：00（O.S 21：30）
（土・日・祝）
11：00〜22：00（O.S 21：30）

2/+9RT# =je\ oh

^P[ FWT >qM
 "# !(





$&%'

095234)1535


TEL0952ー41ー8929



★ゆめタウン佐賀から徒歩5分！★無料駐車場あり！

うん まい料理とうまか酒

歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科

おもてなし

旬の彩り五感に響く饗宴どころ
一品料理からコース料理まで、
リーズナブルな
お値段でおもてなしいたします。

ASK

診療時間

あすく歯科医院
月・火・水

10：00〜13：30
●個室有り
（掘りごたつ式席・テーブル席）
●昼夜会食・宴会歓迎
●駐車場有り
（店舗前7台・店舗裏8台）

佐賀市兵庫北2丁目30番33-2号（ゆめタウン南側）

TEL ０９５２−３７−６３７７

〔営業時間〕
ランチ：11：30〜（オーダーストップ14：00）
夜の部：17：30〜（オーダーストップ22：00）

15:00〜20：30

●
●

木
●
×

金
●
●

土

日・祝

●
18：30まで

【休診】木曜日午後・第四日曜日
第一・第三日曜日午後・祝日午後

〒849-0919

佐賀市兵庫北五丁目2-23

●
×

院長

中 島 毅 久
皆様の
「かかりつけ歯科医」
として
どんなことでも
ご相談ください

5丁目

藤ノ木天満宮

あすく
歯科医院
ココ

夢咲西
アクアルーチェ
セブンイレブン

Tel 0952-65-5924

