☆欲張りコース☆
牛津公民館と牛津体育セ
ンターを拠点として小学生
名、 牛 津 高 校 生 ボ ラ ン
名、指導者スタッ

名の参加で行われま

ティア
フ約
した。 今回は、エコロジー
をメインにし、ペットボト
ルを使った水族館・灯ろう
づくりや、竹の水でっぽう

日～

日、市内４

☆波戸岬自然の
家で４町交流☆
８月



知

で、水をかけあって遊びま
した。夏まつりでは、かき
氷屋さん、わなげ屋さんな

☆林間学校コース☆
牛津町砥川地区の内砥川

公民館の放課後児童教室の
夏休み合同研修として「波
戸岬少年自然の家宿泊研
修」が行われました。
あいにくの雨で全行程が室
内で行われることとなり、
子ども達はちょっぴり残念
そうでしたが、楽しいレク
リエーションや夕べの集
い・キャンドルナイトを通
して４町の子ども同士の交
流と親睦を深めました。

障害者の雇用の促進等に関する法律では、民間の事
業主は、常用雇用労働者の1.8％以上の身体障害者又
は知的障害者を雇用しなければならないとされてい
ます。障害者の雇用にご理解とご支援をお願いします。

ど、自分たちでお店屋さん
しみました。また、クイズ

公民館（改善センター）を

を開き、保護者と一緒に楽
大会には「こい姫・ようか

人、

中学生４人、ボランティア
高校生６人が参加しまし
た。『 う し づ 石 工 の 里 を 未
来 に 伝 え る 会 』（ 古 賀 一 正
代表）の企画・運営のもと、
石工の里の自然を舞台にし
て仏舎利塔まで歩く「クイ
ズ・ウォークラリー」を始
め、もらい湯、きもだめし、
坐禅、魚つりなどを体験し
ました。

さくら
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◆日 時 毎週月曜日 10時～ 16時
◆場 所 精神保健福祉センター
◆内 容 家族相談員が相談に対応します
◆相談料 無料
【問合せ】佐賀県精神障害者家族連合会
☎72−4797

【問合せ】労働局 職業対策課
☎32－7217

拠点として、小学生

■欲張りコース：牛津公民館他

ん右衛門」もみんなに会い

■林間学校コース：内砥川公民館

佐賀県精神障害者家族連合会
の事務局が小城市に開設

９月は障害者雇用
支援月間です

知

に来てくれました。

8月２０日～ 21日
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津の里ミュージアム
夏合宿
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夏休み宿泊研修
波戸岬少年自然の家
8月22日～ 23日

＊小城チャレンジスクール
＊三日月わんぱく探険隊

＊牛津・芦刈：一般募集

information 情報いろいろ

◆日

時

10月12日（水）、13日（木）、19日（水）、
20日（木）（４講座）
13時30分～ 16時30分（１講座３時間）
◆場
所 小城公民館２階
◆内
容 基本操作、文字入力、インターネット、
e メール
◆対 象 者 県内在住で50歳以上の方
◆定
員 20人（多数の場合は抽選）
◆受 講 料 3,000円（テキスト代込み）
◆応募期間 9月20日～ 30日（必着）
◆応募方法 往復はがきに、住所、氏名、電話番号を
記入の上ご郵送ください。受講の可否は返信はがきでお
知らせします。（返信用にも住所、氏名をご記入ください）
【問合せ・申込み】
佐賀市若楠３－１－15
ＮＰＯ法人 シニアネット佐賀
（西日本情報センター） ☎33－3155

子育てのお手伝いをする、子育てサポーターに
なってみませんか？ぜひご参加ください。
◆日 程 第１回｢子どもの栄養と食生活について｣
10月12日（水）10時～ 13時
第２回 ｢乳幼児の安全法｣
10月12日（水）13時30分～ 15時
第３回 ｢小児看護の基礎知識について｣
10月18日（火）13時30分～ 15時
第４回 ｢気になる子どもについて｣
10月26日（水）10時～ 12時
◆受講料 無料（調理実習材料代300円）
◆場 所 芦刈保健福祉センター「ひまわり」
【問合せ】小城市子育て相互支援センター
（小城市社会福祉協議会）
☎73－2700

開

しゃくちゃー（石体）に来てみんしゃい!

小城の隠れ家いやしのむらまつり

地域を盛り上げたい！またお越しいただきたい！と
の思いで１回目よりも内容をバージョンアップし､ 第
２回目を開催します。江里山地区の伝統ある 彼岸花
まつり に合わせて開催します。 初秋の小城の山の
雰囲気とおもてなし を感じてください。
◆日時 ９月23日（祝）～ 25日（日）11時～ 19時
◆場所 ｢農家民宿ほのか｣ 周辺（小城町石体地区）
◆内容 ＜展示・販売＞特産品､ 手作り小物
＜体験＞そば打ち､小物づくり（500円/人）
秋の収穫祭「みょうが」摘み
（500円/かご１杯）※限定１日５組
＜食＞好評！石体そば（400円/杯）
※限定１日30食
手作り饅頭､ 山菜おこわ等
◆入場 無料
※江里山経由の無料バスを運行します｡
（詳しくは､９／５に全戸配布したチラシをご覧ください｡）
ろーご
【問合せ】いきいき65実行委員会（農家民宿ほのか）
大石 ☎090－7450－2526
“

知

育児サポーター養成講座

知 お知らせ

募 募集

“

パソコン基本講座
受講生募集！

募

”

《8020認定表彰会》
◆日 時 11月13日（日）９時30分～ 11時
◆場 所 牛津町「牛津産業祭り」特設会場
◆対象者 牛津町、芦刈町在住の80歳以上（昭和７
年３月31日以前にお生まれ）で、残存歯数20本以上
の方
◆応募及び事前審査・登録
10月21日（金）までに小城・多久歯科医師会会員
の歯科医院へ申込み、事前審査（無料）を受けて登
録してください。歯科医院については、お問合せく
ださい。
◆表彰 認定された方は、９時30分～ 11時までに
会場へお越しください。会場にて「8020認定証」と
記念品を進呈します。
《無料歯科相談会》
当日９時30分～ 11時30分まで会場にて歯科医師
が簡単な健診（希望者のみ）と相談を受付けます。
《歯ブラシ交換会》
使用済みの歯ブラシをご持参ください。新しい歯
ブラシと交換します。（１人１本まで）
◆主催 小城・多久歯科医師会
【問合せ】健康増進課 ☎73－8822
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8020 達成者認定表彰会と
無料歯科相談会

開 開催します（イベント情報など）

平成23年９月２０日号
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全国一斉司法書士
無料法律相談会

開

佐賀県司法書士会では「法の日」にちなんで無料
法律相談会を開催します。
◆日時 10月３日（月）～７日（金）10時～ 15時
◆場所 県内各司法書士事務所
◆予約 各司法書士事務所へ
◆相談内容 登記、相続、会社設立、成年後見、
クレジット・サラ金に関すること等
◆参加費 無料
【問合せ】佐賀県司法書士会 ☎29－0626

開

障害者就職面接会

就職希望の障害のある方と企業の出会いの場とし
て『障害者就職面接会』を開催します。
◆日 時 10月26日（水）13時30分～ 16時
◆場 所 佐賀勤労者体育センター
◆申込み 参加希望の企業は10月７日（金）までに
就職希望の方は10月14日（金）までに、ハローワー
ク佐賀へお願いします。
【問合せ】・ハローワーク佐賀
企業の方
☎41－9303
就職希望の方 ☎24－4510
・労働局 職業対策課
☎32－7217
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ゆとりチャレンジ参加事業所募集

みんなで達成しよう！
11月9日（水）は『県民総参加ノー残業デー』
ノー残業や年次有給休暇の取得促進など労働時間
短縮に取り組む「ゆとりチャレンジ」に参加する事
業所を募集します。この機会に、職場の労働時間を
見直し、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の
調和）のとれたゆとりある生活を実現しましょう。
◆取組期間 11月１日（火）～ 30日（水）
◆内容 期間中又は期間中のいずれかの時期に、
ノー残業や年次有給休暇の取得などに取り組むこと
を宣言し、実践します。
◆応募方法 所定の参加申込書により FAX で佐賀
県雇用労働課へ送付してください。
◆ＦＡＸ 25－7305
◆応募締切 10月31日（月）
【問合せ・申込み】佐賀県雇用労働課 ☎25－7100

募

小城市牛津産業まつり
出演、出店、フリーマーケット参加者募集！

小城市牛津産業まつりを11月13日（日）に開催を
予定しています。出演、出店、フリーマーケット参
加者を募集しています。詳しくはお問合せください。
◆募集内容 出演、出店、フリーマーケットへの参加者
◆参加決定 詳細打合後、実行委員会にて決定
◆募集締切 10月７日（金）
【問合せ・申込み】産業まつり実行委員会事務局
（牛津芦刈商工会内）☎66－0222

第 2 回危険物取扱者試験

◆日時 11月27日（日）
◆場所 佐賀大学 本庄キャンパス
◆内容 甲種、乙種（第１類～第６類）、丙種
◆願書受付期間
≪書面申請≫９月29日（木）～ 10月14日（金）
≪電子申請≫９月26日（月）～ 10月11日（火）
※電子申請の手続きについては、HP をご覧くだ
さい。 http://www.shoubo-shiken.or.jp
【問合せ・願書請求先】
（財）消防試験研究センター佐賀県支部
☎22－5602
小城消防署 ☎66－1541
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目指そうワーク・ライフ・バランス

さくら
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災害情報の収集方法
ご存知ですか！

◆「小城市防災行政無線」
大雨の時や暴風雨等で防災行政無線の放送が聞こ
えなかった場合、放送から３時間以内であれば電話
で聞きなおすことができます。 ☎51－5258

◆「小城市防災メール」

小城市が提供する防災メールです。
〈登録の仕方〉
・http://ogi-shimin@bousai.city-ogi.jp
に空メールを送る。
・ＱＲコードで読み取る

