
情報いろいろ
information

お知らせです。開催です。集です。募
情報を区別しています

19小城市報さくら

はなの会の収穫祭
＜特製押し寿司＆だご汁＞

　みのりの秋。たっぷりの野菜をつかってつくりま
す。子どもを含む家族で申し込んでください。
◆日時　１１月２１日（日）９時～１１時３０分
◆場所　小城町ＪＡ農産加工所
◆内容　押し寿司は持ち帰り、昼食にだご汁を食べ

ます。
◆持ってくるもの　・エプロンと頭に被るもの
　　　　　　　　　・押し寿司を入れる重箱等
◆定員　先着１０家族
◆参加費　一家族　１，０００円
【申込み・問合せ】はなの会　代表　岸川
　　　　　　　　　☎０９０－８２２３－５４６１

募

ＰＣネット小城
『インターネットを活用した年賀状教室』

　インターネットから画像を選び、あなただけの年
賀状を作ります。
◆日　時　１１月１７日（水）１３時～１６時
◆場　所　小城公民館２階　研修室１
◆参加費　５００円（資料代）
◆定　員　１０人
　協　力／佐賀県（｢情報化団体づくり支援事業｣
　　　　　を活用した取組みです）
【申込み・問合せ】
　ＣＳＯ市民活動センター「ようこそ」
　☎・胃７２－３５６６
　※申込は『ようこそ』でのみ受け付けます。

募

無料調停相談会

◆日時　１２月４日（土）１０時～１５時
◆場所　小城保健福祉センター「桜楽館」
◆相談内容　
民事関係：土地・建物の売買・賃貸借、交通事故、
　　　　　多重債務、近隣トラブルなど
家事関係：離婚、養育費、夫婦・親子関係、
　　　　　扶養、遺産分割、親族関係など
※予約は不要です。直接会場においでください。
【問合せ】佐賀調停協会（佐賀地方・家庭裁判所内）
　　　　　☎２３－３１６１（内線２５９）

開

天山登山と山頂草原復元活動
ボランティア募集

◆日時　１１月２８日（日）
◆集合時間・場所　小城公園北側駐車場　８時３０分
　　　　　　　　　多久市役所　　　　　８時４５分
◆内容　・天山山頂での笹狩とロープ張り
　　　　・マツムシソウの種まき、看板設置
　　　　・笹の根掘り起こし
◆参加費／交通費　無料
　※当日はガイドが安全管理を行います。
　※保険加入済。
【問合せ】　特定非営利活動法人
　ＳＡＧＡアウトドアガイドクラブ内
　天山の自然を守る会　担当　岩田　
　☎２９－８４９８

募

ＮＰＯ法人佐賀げんき会・みょうが塾
１０周年記念企画

現代国際巨匠絵画展
　ピカソ、シャガールから東山魁夷（かいい）、平山
郁夫、岩崎ちひろまで１２０余点を展観。他に、みょう
が塾で作成した木工作品も展示即売します。
◆日時　１１月２７日（土）～２９日（月）
　　　　９時３０分～１７時
　　　　【２８日（日）は９時３０分～１８時３０分】
◆場所　桜楽館（多目的ホール）
◆入場料　無料
【問合せ】絵画展実行委員会　☎７３－４５２７

開

工場・ビルの無料省エネ
診断を実施します

　工場やビルの省エネや温暖化対策の取り組みを支
援するため、無料の省エネ診断を実施します。
◆省エネ診断　施設に省エネの専門家を派遣し、現
状把握と改善提案の提出を目的とする、原則１日
の無料省エネ診断です。
◆対象
①年間のエネルギー使用量（原油換算値※）が１００ 
kℓ以上で１５００kℓ未満の中小規模の工場・ビル等
の施設
※原油換算方法は、センターホームページの申込
書で確認できます。
②過去３年以内に当センターの省エネ診断を受け
ていないもの

【問合せ】（財）省エネルギーセンター九州支部
　☎０９２－４３１－６４０２
　胃０９２―４３１－６４０５
　ホームページ　http://www.eccj.or.jp/

知
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柔剣道有段者の刑務官
（警備隊要員）を募集します

◆応募資格（①～③全てを満たしていること）
　①採用時に高等学校卒業以上の学歴を有する者
　②応募時に次の区分による柔道又は剣道の段位を
有する者

　ア　採用時の年齢が２２歳未満の者　２段以上
　イ　採用時の年齢が２２歳以上の者　３段以上
　③現に柔道又は剣道を修行している者
◆採用予定数　男１３名程度　女１名程度
◆採用予定日　平成２３年４月１日
◆受 付 期 間　１０月４日（月）～１１月１５日（月）
　提出書類、申込み方法など詳しくはお問合せくだ
さい。
【申込み・問合せ】福岡矯正管区職員課
　〒８１３－００３６　福岡市東区若宮５－３－５３
　☎０９２－６６１－１２６０

募

全国一斉「女性の人権ホッ
トライン」強化週間！

　夫やパートナーからの暴力（DV）、職場におけるセ
クシャル・ハラスメント、ストーカー行為といった
女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け
付ける専用電話相談窓口です。秘密は固く守られま
すので、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
◆実施期間　１１月１５日（月）～２１日（日）
◆開設時間　８時３０分～１９時
　　　　　　ただし、土・日曜日は１０時～１７時
◆相談担当者　人権擁護委員、法務局職員
◆電話番号　☎０５７０－０７０－８１０（全国共通）
　　　　　　ゼロナナゼロのハートライン

知

ハローワーク佐賀が
移転します

　本庁舎の老巧化と、分庁舎方式を解消し、利便性
を向上させるために新庁舎を建設しました。
　１１月２２日（月）から業務を開始します。
＜新庁舎＞・名称　ハローワーク佐賀　地上４階建
　　　　　・住所　佐賀市白山二丁目１－１５　
　　　　　　代表電話　☎２４－４３６１
【問合せ】佐賀労働局総務部総務課
　　　　　佐賀市駅前中央３－３－２０
　　　　　佐賀第２合同庁舎
　　　　　☎３２－７１５５

知

−健康アクション佐賀２１
県民健康づくり支援事業−

生活習慣病予防教室受講生募集！
　医師及び管理栄養士による糖尿病・高血圧などの
予防のための教室です。ふるってご参加ください。
◆日時　１２月４日（土）
　　　　１０時３０分～１４時（受付は１０時～）
◆場所　アイル（牛津保健福祉センター）
◆内容　管理栄養士講話　中村　京先生
　　　　調理実習と会食　
　　　　医師講話　野田好生医院　野田和良先生
◆定員　３５人（定員になり次第締め切ります）
◆参加費　無料
◆持参するもの
　エプロン・三角巾・手ふきタオル・筆記用具
【問合せ・申込み】
　（株）アステム佐賀支店　担当　大坪
　☎７２－１８２１　胃７１－１０３４

募

献血にご協力ください！

　牛津産業まつりの会場に献血バスがやってきま
す。この機会にぜひご協力をお願いします。
◆日時　１１月１４日（日）　９～１２時・１３～１６時
◆場所　牛津産業まつり会場内佐賀銀行牛津支店前
◆献血でのお願い
・今回の献血は４００mlです。
・１８～６９歳を対象としています。（ただし、６５歳以
上の方は、　６０～６４歳の間に献血を経験された方
に限ります）
・男女ともに体重が５０kg以上ある方が対象です。
・服薬や歯科治療などで、献血をお断りする場合が
ありますのでご了承ください。
※献血の受付をされた方には小城天山ライオンズク
ラブから景品があります。
【問合せ】小城市健康増進課　健康づくり係
　　　　　担当　古場　☎７３－８８２２

第４７回佐賀県
精神保健福祉大会

◆日時　１１月１６日（火）１３時～１６時
◆場所　ドゥイング三日月
◆内容　・講演「うつ病と自殺予防」
　　　　　講師　産業医科大学教授　中村純氏
　　　　・障害者の作品展示、販売等
◆入場料　無料　
【問合せ】
　佐賀県健康福祉本部障害福祉課
　精神保健福祉　担当　横尾　☎２５－７０６４

開

知
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各　種　相　談
時　間場　所相談日相談名

９：３０～１１：３０
三日月町　ゆめりあ

毎週月曜日

健康相談

芦刈町　ひまわり

９：３０～１１：３０
小城町　桜楽館

毎週金曜日
牛津町　アイル

１３：３０～１５：３０

芦刈町　ひまわり毎月第１火曜日

行政相談
人権相談
心配ごと
相談

三日月農村環境
改善センター毎月第２火曜日

小城町　桜楽館毎月第３火曜日

牛津公民館毎月第４火曜日

１３：３０～１５：３０小城町
桜楽館　相談室毎月第３金曜日

身障者相談
９：００～１２：００三日月農村環境改善

センター　会議室毎月第１月曜日

１０：００～１２：００牛津町
アイル　ボランティアルーム毎月第３水曜日

９：００～１２：００芦刈町
ひまわり　相談室毎月第３水曜日

１０：００～１５：００

小城町　桜楽館毎月第１水曜日

福祉の出張
巡回相談

三日月町
三日月庁舎毎月第２水曜日

牛津町　アイル毎月第３水曜日

芦刈町　ひまわり毎月第４水曜日

１０：００～１６：００小城庁舎
消費生活相談室毎週月・水・金曜日消費生活

相　　談

１１月２０、２１日は第６２回全国
人権・同和教育研究大会！

大会テーマ
差別の現実から深く学び、生活を高め、
未来を保障する教育を確立しよう

　「しりたい！　やってみたい！　つながりたい！
－誰もが生まれてきてよかったと思える社会の実現
をめざして－」を地元テーマに、佐賀大会が開催さ
れます。全国各地の実践と佐賀の取り組みがつなが
りながら全国へ発信し、実りある大会となるよう
に、皆様のご協力をお願いします。
◆期日　１１月２０日（土）・２１日（日）
◆会場　
・開会全体会
　　　　　佐賀県総合体育館、佐賀市文化会館
　　　　　唐津市文化体育館、武雄市文化会館
・分科会　佐賀市・唐津市・武雄市（２５会場）
◆参加費　４，０００円（資料代）
【問合せ】第６２回全国人権･同和教育研究大会
　　　　　佐賀県実行委員会　佐賀市大和町川上
　　　　　佐賀県教育センター研究調査棟内
　　　　　☎６２－７４８８　
　ＨＰ：www.zenjinkyo-saga.net
　全人教佐賀大会 で検索

佐賀県（地域別）
最低賃金改正

１時間６４２円（１３円アップ）
　　　　　　　　　平成２２年１０月２９日から

　佐賀県特定（産業別）最低賃金の一般機械器具製
造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関
連製品製造業については、現在改正審議中で、別途
決定されます。
　なお、陶磁器・同関連製品製造業（時間額６３２円）に
ついては、平成２２年１０月２９日以降は、新たな陶磁器・
同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで
は、佐賀県最低賃金を下回ることになりますので、
６４２円の佐賀県最低賃金が適用になります。ご注意
ください。
【問合せ】佐賀労働局　労働基準部　賃金室
　　　　　☎３２－７１７９

知 知

相続又は贈与等に係る生命保険契
約や損害保険契約等に基づく年金
の税務上の取扱いの変更について

　この度、遺族の方が年金として受給する生命保険
金のうち、相続税の課税対象となった部分について
は、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所
の判決がありました。そこで、このような年金に係
る税務上の取扱いを改めることとしましたので、お
知らせします。これにより、平成１７年分から平成２１
年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっ
ている方につきましては、その納めすぎとなってい
る所得税が還付となります。
　お手数をお掛けしますが、必要なお手続き（更正
の請求又は確定申告など）をしていただきますよう
お願いいたします。
【問合せ】佐賀税務署　☎３２－７５１１
　国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/

知

障害者就職面接会

　就職を希望する障害のある方に、多くの企業との
就職についての情報交換の場としていただくため、
下記内容で開催します。
◆日　時　１１月１７日（水）　１３時３０分～１６時
◆場　所　佐賀県総合体育館大競技場
◆参加費　無料　
【問合せ】県内の各ハローワーク又は佐賀労働局
　　　　　職業安定部　職業対策課　☎３２－７２１７

開
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