
マンスリーおおつぼ３月号 
第３６０号(令和５年３月発行) 大坪コミュニティセンター：２３－９８９８ 

ひな飾りを展示して 

います 
 現在、大坪コミュニティセンター玄関にひな

飾りを展示しています。展示期間は３月中旬頃

までですので、ご来館された際には、ぜひご覧

ください。 

 なお、ひな飾り展示に伴い、図書コーナーは

玄関を上がって左側に移設しております。 

 

伊万里中学校の新校舎内覧会を実施します 
伊万里中学校の校舎が新しくなりました。

つきましては、下記の日程で内覧会を実施

します。参加ご希望の方は、下記①～③い

ずれかの時間に、伊万里中学校の駐車場に

お集まりください。 

・開 催 日 時 ：令和 5年 3月 26 日（日） 

①9時 00 分～ 

②10 時 00 分～ 

③11 時 00 分～ 

・集 合 場 所 ：伊万里中学校 校舎前駐車場 

・持参するもの：スリッパ 

・問い合わせ先：伊万里市教育委員会 

教育総務課 23-2125 

 

 

 

 

 

 

★ 今月の家読（うちどく）おすすめ本 ★ 
『まほうのオッジィ』（えほん） 

『三まいのはがき』（低学年～） 

『おなかをすかせたドラゴンとためいきゼリー』（中学年～） 

『奉還町ラプソディ』（高学年～） 

☆おすすめ本は市民図書館にあります☆ 

 駐車場 

市民課・税務課窓口を延長開庁します 
 令和５年春の引っ越しシーズン、３月末、４月初めの土・日曜日と火曜日

は、市民課・税務課窓口を延長開庁します。 

 なお、住民票の写しなどの証明書は、夜間や休日でも便利なコンビニ交付

が３月から利用可能です。 

☆土・日曜日開庁の日時 
◆開庁日時 ３月２５日（土）、２６日（日）、４月１日（土）、２日（日） 

８時３０分から正午まで 

◆取扱業務 市民課 転入、転出などの住所変更の手続き 

          諸証明書の交付（住民票の写し、戸籍謄抄本、 

          印鑑証明など）パスポート（交付のみ） 

          マイナンバーカードの交付（要予約） 

税務課 税務諸証明の交付 

☆火曜日延長窓口の日時 
◆延長日時 ３月２８日（火）、４月４日（火）１９時まで 

◆取扱業務 市民課 転入、転出などの住所変更の手続き 

          諸証明書の交付（住民票の写し、戸籍謄抄本、 

          印鑑証明など）パスポート（申請・交付） 

          マイナンバーカードの交付（要予約） 

税務課 税務諸証明の交付 

※住民票の広域交付はお取り扱いできません。 

他自治体に確認が必要な手続きなどは受付できません。 

手続きに時間がかかる場合があります。ゆとりをもってご来庁ください。 

■問合先  市民課窓口係  ☎２３－２１４３ 

    税務課市民税係 ☎２３－２１４８ 

●引越しワンストップサービスが始まりました 
 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで転出届、転入（転

居）の来庁日予約がオンラインでできるようになりました。 

 このサービスを利用すれば 

①転出：市役所への来庁が原則不要になります。 

②転入・転居：来庁予約をすることで転入先での手続きの時間が短縮

できます。 

 

 

 

 

・飲酒運転は犯罪です。絶対にやめましょう！ 

・チャイルドシート・ジュニアシートを着用しましょう。 

・早めのライト点灯（原則ハイビーム）で事故防止に努めましょう。 



伊万里市明るい選挙推進運動 
 お金のかからない政治の実現と、選挙が公正かつ適正に行われるために

は公職選挙法の認識を深めることが大切です。伊万里市の明るい選挙推進

運動は、以下の４項目を統一重点目標と定め、その実現に努めています。 

１ “贈らない、求めない、受け取らない”「３ない運動」を推進しよう。 

   「３ない運動」政治家や候補者は有権者に寄附を贈らない。 

          有権者は政治家や候補者に寄附を求めない。 

          有権者は政治家や候補者から寄附を受け取らない。 

２ 政治・選挙に関する学習の輪を広げ、投票率を高めよう。 

３ 地区推薦を廃止しよう。 

４ 議会への関心を持とう。 

ご寄附ありがとうございました 
大坪地区社会教育振興基金へ、ご寄附をいただきました。

 

衷心より、厚くお礼申し上げます。
 

  上古賀 山下 喜一郎 様  亡母 アキ子 様の香典返しとして 

観葉植物を植えてもらいました 
 先日、白野区の光田 新さんに

観葉植物を大坪コミュニティセ

ンター玄関前に植えてもらいま

した。 

 当日は寒い中植えていただき

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度の特定健診はおすみですか？ 
令和５年３月３１日までに受診してください！  
 

 

特定健診は 40〜74 歳の国⺠健康保険の⽅が対象 

となっており、     で受けられます︕ 

 
 

受診券の再発行は 市役所 健康づくり課 まで 

ご連絡ください。 TEL 0955-22-3916 

R4.12 時点

対象者数 受診者数 受診率 目標
大坪地区 890人 251人 28.2% 60.0%

無料 

特定健診が受けられる近隣の医療機関 

・加茂医院 ・古川内科クリニック ・堀田病院 ・前田病院 ・隅田医院  

『野外焼却は禁止です！』 
野外焼却は原則として法律で禁止されています。 

例外として認められているものについても消防署へ火災と紛らわしい行為の届出が

必要です。 

また、害虫駆除や焼畑などについても市役所へ火入れの許可申請が必要です。 

 ◎ 届出や許可の期間に火を取り扱う際は、次のことに注意してください。 

  ・ 空気が乾燥している時や風の強い日は避ける。 

  ・ 焼却しているときは、その場を離れない。 

  ・ 消火の準備（水バケツ、消火器等）をする。 

 

 

 

◇ 3 月及び 4 月中旬までの主な行事予定 ◇ 

※日程等が変更になることがありますので、事前に関係団体へご確認下さい。 

日 曜 行 事 ・ 事 業 名 開始時間 場 所 

３ 金 大坪地区老人クラブ連合会理事会 13：30～ 大坪ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

７ 火 ふれあい給食 11：00～ 〃 

８ 水 
大坪地区交通対策協議会定例会 

大坪地区区長会 

13：30～ 

14：30～ 

〃 

〃 

10 金 
伊万里東地区民生委員・児童委員協議会 

伊万里中学校卒業式 

13：30～ 

9：30～ 

〃 

伊万里中学校 

17 金 大坪小学校卒業式 9：10～ 大坪小学校 

18 土 大坪保育園卒園式 9：30～ 大坪保育園 

24 
 

30 

金 
 

木 

青少年育成町民会議パトロール 

（※25 日（土）、26 日（日）は除く） 
19：00～ 大坪地区内 

4/5 水 大坪地区各種団体合同監査会 13：30～ 大坪ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

６ 木 大坪保育園入園式 9：30～ 大坪保育園 

９ 日 佐賀県議会議員選挙投票日（予定） 7：00～ 大坪ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

11 火 

伊万里中学校入学式 

大坪地区駐在員(区長)就退任式 

大坪地区区長会 

9：30～ 

13：30～ 

14：00～ 

伊万里中学校 
大坪ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

〃 

12 水 大坪小学校入学式 10：00～ 大坪小学校 

13 木 大坪小学校新入学児童通学指導 7：00～ 大坪地区内 

23 日 伊万里市議会議員選挙投票日（予定） 7：00～ 大坪ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

～ ～ 

火災と紛らわしい行為の届出：伊万里消防署（２３－２１１９） 

火入れの許可申請：伊万里市役所 建設農林水産部 農山漁村整備課（２３－２５９１） 

※ 気象状況によっては焼却を制限することがあります。 



 

 

 

 

伊万里“スプリング”スポーツデイ参加者募集 
第２７回伊万里っ子・キッズスポーツフェスティバル 

期日：３月２６日(日)  

受付：１３時～  開会式：１３時３０分  終了予定：１６時１０分 

会場：国見台球技場（雨天時：中止） 

対象：市内の年少児から小学３年生   参加料：無料 

種目：キッズホッケー、キッズラン、キッズサッカー 

申込方法：申込用紙に記入し、スポーツ課または大坪コミュニティセンター

にお申し込みください。 

申込期限：３月１７日（金） 

問合先：市役所スポーツ課 ☎２３-３１８７ 

その他：新型コロナウイルス感染状況により中止する場合があります。 

 


