開

全国一斉成年後見相談会

佐賀県司法書士会では、「敬老の日」にちなんで、
無料法律相談会を開催します。
◆日 時 ９月17日（土） 10時～ 15時
◆場 所 アバンセ 第2研修室
◆相談例
・ひとり暮らしの今後が不安だ・・
・年金が母のために使われてないみたい・・など
◆参加費 無料 ※事前予約は不要です
【問合せ】佐賀県司法書士会 ☎29－0626

開

募

本気で遊ぼう！
学童フェスタ 2011 in おぎ

今年もやってきました学童フェスタ！小城市の放
課後児童クラブの作品展示、大人も子供も本気で遊
ぶ缶けり、シャボン玉やスライム作りなど、楽しい
遊びが盛りだくさんです！

無料調停相談会

◆日 時 ９月24日（土） 10時～ 15時
◆場 所 佐賀市民会館（佐賀市水ヶ江一丁目）
◆内 容 金銭、土地、建物、交通事故、公害、
夫婦関係、養育費、相続、戸籍等の問題
◆参加費 無料 ※予約は必要ありません。
【問合せ】佐賀調停協会（佐賀家庭裁判所内）
☎23－3161

知

information
情報いろいろ

◆日 時 ９月23日（祝） 10時～ 15時
◆場 所 小城公民館
◆参加費 100円 （材料費を含む）
【問合せ】佐賀県学童保育支援センター ☎73－8717

「中退共」で退職金準備

中退共制度は中小企業で働く従業員のための外部
積立型の国の退職金制度です。
◆掛金の一部を国が助成します
新しく加入する事業主に掛金月額の1/2（従業員ごと
上限5,000円）を加入後４か月目から１年間助成します。
◆掛金は全額非課税です
掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要
経費となります。事務手数料・管理費等は一切不要です。
◆管理が簡単！
従業員ごとの納付状況等を事業主にお知らせします。
◆適格退職年金制度から中退共制度に移行できます
適年解約事業所の約半数が中退共に移行していま
す。適格退職年金契約における従業員持分額の全額
を引渡金額とすることができます。
＊ホームページで移行シュミレーションができます
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp
【問合せ】独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部 略称：中退共
☎（03）3436－0151 FAX（03）3436－0400

知

社会生活基本調査を
実施します！

総務省統計局と佐賀県では10月20日を基準日と
し、社会生活基本調査を実施します。10月上旬から
中旬にかけて、調査員が調査世帯に伺いますので、
調査の趣旨をご理解いただき、調査票にご記入くだ
さい。
◆調査目的
生活時間の配分や余暇時間における主な活動の状
況など国民の社会生活の実態を明らかにする基礎資
料の作成。
◆調査期日 10月20日（木）
◆調査対象
無作為に選ばれた全国の８万４千世帯を対象と
し、佐賀県内では約1,500世帯が対象となります。
◆調査内容
一日の生活時間の配分、過去1年間の生活行動に
関することなど 。
【問合せ】佐賀県統計調査課 人口生活統計担当
☎25－7184 FAX 25－7298
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募

小城町江里山 ひがん花まつり
第 14 回かかしフェスティバル開催

出展かかし大募集 !!

農村景観百選・棚田百選に選ばれた小城町江里山
地区では、毎年９月中旬～下旬にかけて、見事なひ
がん花が咲き競います。美しい棚田の光景を皆さん
楽しんでください。
≪ひがん花まつり≫
◆日 時 ９月23日（祝） ９時～
◆会 場 小城町江里山観賞広場周辺
◆内 容 地元農産物、加工品の販売、バンド演奏など
※シャトルバスを運行します。運行時刻については
市ホームページで確認又はお問合せください。
◆駐車場 岩松小学校グラウンド
≪かかしフェスティバル≫
◆表彰式 ９月23日（祝）11時～
小城町江里山観賞広場
◆展示期間 ９月22日（木）～ 30日（金）
～出展かかし募集中！～
◆搬入受付 ９月11日（日）13時～ 15時
江里山公民館
※当日搬入が難しい場合は、ご相談ください。
【問合せ・申込み】農林水産課（芦刈庁舎）
担当 塚元・水田 ☎63－8820

各

相談名

相談日
毎週月曜日

健康相談
毎週金曜日
毎月第 １ 火曜日

行政相談
人権相談
心配ごと
相談

毎月第 １ 月曜日
毎月第 3 水曜日

毎月第 2 水曜日
毎月第 3 水曜日
毎月第 4 水曜日

小城市報

ひまわり

小城町

桜楽館

牛津町

アイル

芦刈町

時

間

9 ：30 ～ 11：30
9 ：30 ～ 11：30

ひまわり

小城町

毎月第 1 水曜日
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芦刈町

所

ゆめりあ

毎月第 3 火曜日

毎月第 3 水曜日

消費生活
相
談
（要予約）
女性総合
相
談
（要予約）
精神障害
悩み相談

場

三日月町

談

毎月第 2 火曜日

毎月第 3 金曜日

福祉の出張
巡回相談

相

三日月農村環境
改善センター

毎月第 4 火曜日

身障者相談

種

桜楽館

13：30 ～ 15：30

牛津公民館
小城町
桜楽館 相談室
三日月農村環境改善
センター 会議室
牛津町 アイル
ボランティアルーム
芦刈町
ひまわり 相談室
小城町

芦刈町

9 ：00 ～ 12：00
10：00 ～ 12：00
9 ：00 ～ 12：00

桜楽館

三日月町
三日月庁舎
牛津町

13：30 ～ 15：30

10：00 ～ 15：00

アイル
ひまわり

小城庁舎
毎週月・水・金曜日
消費生活相談室
10：00 ～ 16：00
☎７２-５６６７
小城庁舎
毎月第 2 水曜日
２階相談室
9 ：00 ～ 17：00
☎７３－８８２１
精神保健福祉センター
毎週月曜日
10：00 ～ 16：00
デイケア室 ☎７２-4797

さくら

開
◆日

第 24 回 三日月観月会
時

９月17日（土）
開場18時～/開演18時30分（多目的ホール他）
観月茶会17時～18時30分（和室）
◆場 所 ドゥイング三日月 多目的ホール 他
◆内 容 楽しいステージ発表の他、観月茶会や生
花・俳句の展示など盛りだくさんです。先着200
名にお月見まんじゅうを進呈！ぜひ皆様でお越し
ください。お待ちしております。
◆参加費 無料
【問合せ】小城市文化連盟三日月支部事務局
担当 東島・浦部 ☎72－1616

募

自衛官募集

①防衛大学校学生、②防衛医科大学校学生、③看
護学生を募集します。
◆受付期間 ９月5日（月）～９月30日（金）
◆応募資格（平成24年４月１日現在）
①、②18歳以上21歳未満の高卒（見込含む）の方
③18歳以上24歳未満の高卒（見込含む）の方
◆試験期日（一次試験）
①11月５日（土）～ ６日（日）
②10月29日（土）～ 30日（日）
③10月22日（土）
【問合せ・資料請求先】
自衛隊佐賀募集案内所 ☎31－5002

募
◆日

脳の健康教室
時

10月～３月の６か月間
毎週金曜日 10時～ 12時
◆場 所 牛津保健福祉センター「アイル」
◆対象者 市内在住の65歳以上の方（先着20名）
◆内 容 やさしい計算と音読を毎日の生活の中で
習慣化することで、脳を活性化させ、認知症を予
防する高齢者向けの学習教室です。ラクラクでき
る教材なので、サポーターや仲間と楽しく学習で
きます。
◆参加費 １か月分 2,000円（教室学習と教材費）
【問合せ・申込み】小城市社会福祉協議会
担当 樋渡・井上 ☎73－4911

