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●長崎県知事選挙 投票日 7：00〜20：00
開票 ありえコレジヨホール 21：15〜
●南島原市文化協会文化祭（芸能部門）
口之津公民館 12：30〜

●農家相談所 深江支所

9：00〜16：00

●農家相談所 加津佐支所

9：00〜16：00

●無料法律相談（民事・刑事・行政・訴訟関係）
深江公民館 13：00〜17：00 ＊要予約

南島原市文化協会文化祭（展示部門）

19 ㈬

「イマドキ」絵 画 展

●行政相談 口之津老人福祉センター 10：00〜12：00
●あなたの笑顔が最高のおもてなし 元気になれる講演会
ありえコレジヨホール 19：00〜20：30 ＊詳細P13

21 ㈮

●行政書士記念日無料相談会
9：00〜17：00 ＊詳細P20

22 ㈯

【期間】2月22日㈯〜3月23日㈰ 【場所】市内飲食店

＊詳細P21

深江体育館

●地域活性化講演会
●年金相談
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●建国記念の日
●年金相談

口之津支所
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●司法書士相談会
（多重債務・登記・相続・契約関係）
ありえコレジヨホール 13：00〜17：00 ＊要予約
●行政相談 深江ふれあいの家 13：00〜16：00
西有家老人福祉センター 10：00〜12：00
北有馬ピロティー文化センター日野江 10：00〜12：00
加津佐公民館 13：00〜15：00

10：00〜15：00 ＊要予約
17：30〜19：00

南島原市セミナリヨ現代版画展

【期 間】３月１日㈯〜９日㈰ 午前10時〜午後６時
【会 場】ありえコレジヨホール

17：30〜19：00

●公用車オークション 有家ウインバロウ跡地
10：00〜売り切れ次第終了 ＊詳細P12

北有馬支所

13：30〜

2月は、国民健康保険税（第８期）の
納期月です ※納期限は、２月28日㈮となっています。

10：00〜15：00 ＊要予約

●行政相談 ありえコレジヨホール

ありえコレジヨホール

●行政相談 ありえコレジヨホール

第13回

9：30〜

＊詳細P13

●第23回南島原市原城マラソン大会
南有馬小学校グラウンド 9：00〜

【期間】2月8日㈯〜11日㈫ 【場所】有家保健センター
●第８回南島原市綱引き大会

市内各行政書士事務所

春のやっちゃうまかフェスタ

28 ㈮

【期間】2月7日㈮〜9日㈰ 【場所】ありえコレジヨホール
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●行政相談 布津公民館 13：00〜16：00
西有家老人福祉センター 10：00〜12：00
原城オアシスセンター 10：00〜12：00

３月

6㈭

7㈮

●第13回南島原市セミナリヨ現代版画展表彰式
有家保健センター 10：00〜 ＊詳細P11
●第16回有馬ひょうたん展 北有馬ピロティー文化セ
ンター日野江 9：00〜17：00 ＊詳細P20
●家庭教育講演会 西有家総合学習センターカムス
14：00〜 ＊詳細P11
●第16回有馬ひょうたん展 北有馬ピロティー文化セ
ンター日野江 9：00〜15：00 ＊詳細P20

●農家相談所 深江支所

9：00〜16：00

●行政相談 布津公民館 13：00〜16：00
西有家老人福祉センター 10：00〜12：00
原城オアシスセンター 10：00〜12：00
●農家相談所 加津佐支所

9：00〜16：00

●無料法律相談（民事・刑事・行政・訴訟関係）
加津佐総合福祉センター 13：00〜17：00 ＊要予約

●「無料法律相談」
「 司法書士相談会」の予約は、市民相談センター（人権・男女共同参画室内）☎0957（82）3010 に電話で申し込んでください。
●「行政相談」は、秘書広報課 ☎050（3381）5001にお問い合わせください。
●「年金相談」の予約は、保険年金課 ☎050（3381）5039に電話で申し込んでください。
●「農家相談所」は、農業委員会 ☎050（3381）50９０にお問い合わせください。

2月15日

新酒の香りに誘われて百年蔵のひな飾り

〜16日

午前10時〜午後５時

■主 催／ありえ蔵のまち保存会

平成25年12月末日現在

5 0 , 4 4 0（−56）
2 3 , 5 6 9（−36）

この広報南島原は環境にやさしい
「再生紙」と「植物油インキ」を使用
しています。

2 6 , 8 7 1（−20）
1 8 , 8 5 1（− ９ ）

現在累計

（平成25年12月末日現在）

現金寄附

■後 援／南島原市商工会
■お問い合わせ／ありえ蔵のまち保存会
☎０９５７（８２）２０３２

春 の陣
百年蔵の蔵めぐり

期間/２月15日

〜3月3日
場所/５つの蔵と加盟店

島鉄健康ウォーキング

期間/２月15日 〜16日
受付場所/旧有家駅（有家町）

6,440万5,247円

町巡り蔵めぐり

お買い物ラリー

（景品交換所：旧有家駅）
■お問い合わせ／島原鉄道株式会社鉄道課 ☎０９５７
（６２）
２２３２

2日間乗り放題「のってのって券」1,000円（前売りのみ）発売

スタート10:00~13:00 / ゴール17:00まで
参加費/無 料 ※小学生以下は、保護者の同伴が必要です。

問 企画振興課 ☎050（3381）5030

3,850 万円相当

寄贈品（８件）
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