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肝がん予防・
糖尿病予防講演会

Info

小城市は高血糖・メタボリックシンドロームの
方が多い状況です。肝臓病とメタボ、糖尿病は深
い関係性があります。身近な健康問題の1つとして、
ぜひお越しください。
◆日時 ３月24日（土）
（受付12時45分～／開演13時20分～）
◆場所 桜楽館 ※入場料無料
～プログラム～
・講演Ⅰ（13時30分～14時）
「糖尿病とその合併症」
小城市民病院 黄 泰奉先生
・講演Ⅱ（14時10分～14時50分）
「肝臓病と生活習慣病」
佐賀大学医学部 江口 有一郎先生
※講 演終了後、パネルディスカッションと講師へ
の質問Ｑ＆Ａを開催（質問の受付は３月15日（木）
まで）
※駐 車場が込み合う恐れがあります。桜楽館南側
の駐車場をご利用ください。
【問・質問の受付】 三 健康増進課

☎73-8822

春の普茶料理食事会を開催！
普茶料理とは江戸時代初期に中国から伝来した

お う ば く しゅう

黄檗宗と共に伝わった精進料理です。

◆日時 4月22日（日）12時～
◆場所 小城公民館晴田支館
◆食事券 4,000円（お一人）
◆食事券の販売 ４月２日（月）8時30分～
（先着60人）
【問】
（社）小城市観光協会

☎72-7423

有料広告
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子ども手当の認定申請を忘れてい
ませんか？-至急手続きしないと不利です11月に認定請求申請の受け付けを行いましたが、
まだ提出されていない方は必要書類を確認し、至
急提出をお願いします。
平成23年10月分から支給を受けるためには、平
成24年３月31日（土）までに申請することになっ
ています。
平成24年4月以降に申請された場合は、申請月
の翌月分からの支給となり、10月分以降の手当が
支給できなくなりますのでご注意ください。
【問・申】 小 こども課

☎73-8821

「子どもの医療費助成」
登録手続きが必要です
４月１日から「子どもの医療費助成」が実施に
なります。４月１日以降に医療費の助成を受ける
ためには「子どもの医療費受給者資格証」が必要
になります。
３歳から小学校就学前の児童がいる世帯には申
請書を送付していますので、
手続きをしてください。
◆手続場所 各庁舎総合窓口、 小 こども課
◆手続きに必要なもの
・登録申請書 ・印鑑（シャチハタ不可）
・子どもの健康保険証（写し）
◆受付期限 ３月９日（金）
◆受付時間 ９時から17時まで
※３歳未満児と小学生、中学生の子どもさんは登
録手続きをする必要はありません。
【問】 小 こども課

☎73-8821

津の里ミュージアム10周年記念

軽自動車、バイクの異動手続
きはお済みですか？

３月11日（日）～18日（日）
10時～17時（最終日は16時まで）
◆場所 牛津赤れんが館
◆内容 10年間の記録や思い出の写真、作品の展
示、共同制作【みんなで積み上げよう未来の赤れ
んが館】展示、イメージキャラクターのデザイン
体験コーナーなど
【問】津の里ミュージアム実行委員会
（牛津公民館内）☎63-8813

軽自動車税は、３月末までに廃車や名義変更な
どの手続きを行わないと、４月１日現在の所有者
に課税されます。ご注意ください。
◆こんな場合は必ず手続きが必要です！
・車を売買、廃車した ・所有者が変わった
・住所が変わった
・車体を変更した
・標識の紛失、破損、字体が消えた
・盗 難にあった（警察署に盗難届を出した後、廃
車手続きをしてください）
【問合せ・手続き場所】
・原動機付自転車（125㏄以下）・小型特殊自動車
⇒税務課（小城庁舎）☎73-8801
※ナ ンバープレートが有る場合は各庁舎総合窓口
でも手続きできます。
・軽 二輪（125㏄を超え250㏄以下）、軽三輪車、
軽四輪車（660㏄以下）
⇒軽自動車検査協会 ☎30-4078
・小型二輪（251㏄以上）
⇒佐賀運輸支局 ☎050-5540-2082

〜牛津っ子夢いっぱい作品展〜
◆日時

第６回小城中学校吹奏楽部
スプリングコンサート
創部52周年、県中学校吹奏楽コンクールで金賞
を受賞している伝統の演奏をお楽しみください。
◆日時 ３月31日（土）13時30分～15時30分
◆場所 小城中学校体育館 ※入場料無料
◆内容 クラシック・ポップス・歌謡曲などの演奏他
【問】小城中学校吹奏楽部顧問（池上）
☎73-2191

平成23年度
小城高書道部卒業記念作品展
小城高校の今年度の卒業生と在校生が心を込め
て書きあげた作品を展示します。ご来場ください。
◆日時 ３月22日（木）～25日（日）
９時～17時30分（最終日16時まで）
◆入場料 無料
◆場所 牛津赤れんが館（☎66-0221）
【問】小城高校書道部

☎73-2295

「家庭教育支援講座」
参加者募集
豊かな家族関係のありかたや、心豊かな子ども
を育む家庭教育の重要性を学びましょう。子育て
を楽しむヒントを聞きに来ませんか？
◆日時 ３月18日（日）10時～11時30分
◆講師 渡瀬 浩介さん（三日月中学校校長）
◆場所 ドゥイング三日月 ※参加費無料
◆対象 子育てに関心のある方（先着50人）
◆申込期限 ３月16日（金）
【問・申】 小 生涯学習課

☎73-8808

有料広告
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第６回「きらり」名画鑑賞会
昭和40年代福島県いわきま
ちを救うために「フラガール」
を結成。そんな彼女達は昨年の
東日本大震災後にも自らも被災
を受けながらも懸命に復興のた
めにと踊り続け、人々に勇気と
希望を与え続けています。
◆日時 ３月24日（土）
昼の部 14時～／夜の部 18時～
◆場所 小城公民館
◆入場料 500円 ※中学生以下無料（内100円
を東日本震災復興支援金として寄付します）
※主催：小城女性団体連絡協議会
【問】CSO市民活動センター「ようこそ」
☎72-3566

第50回

春雨まつり

は うた

しば た はなもり

日本の端唄の代表作「春雨」の作詩者柴田花守（小
城鍋島藩士）を偲ぶ「春雨まつり」を開催します。
◆日時 4月7日（土）11時30分～14時
◆場所 小城公民館
◆チケット代 5,000円（1人）
(弁当、飲み物、羊羹、記念品付)
◆チケット販売期間
３月12日（月）〜３月30日（金）
（先着300人）
◆内容
・第一部 長崎検番芸妓衆による舞踊披露
・第二部 祝宴、お楽しみ抽選会（小城市の特産品）
【問・チケット販売】
（社）小城市観光協会
☎72-7423

有料広告

協会けんぽ加入者の皆様へ

佐賀県がん患者（家族）
集いの会
互いに励ましあい、
情報交換を行う交流の場です。
◆日時 ３月12日（月）13時～16時
◆場所 佐賀県総合保健会館
◆内容 折り紙教室、親睦・交流会
◆対象 がん患者とその家族30人(受付順)
◆参加費 300円(１人)
◆申込方法 住 所・氏名・電話番号・家族同伴の
有無をご連絡ください。
◆受付時間 毎週月・水・金
(10時～13時、14時～16時)
◆受付期間 ３月７日(水)
【問・申】財団法人 佐賀県総合保健協会
☎27-4666

九州新幹線「新鳥栖駅」
開業１周年記念イベント
◆日時 ３月17日（土）10時～17時30分
※ベストアメニティスタジアム会場は12時～19時
30分（予定）
◆開催場所
◦新鳥栖駅、鳥栖プレミアム・アウトレット
◦ベストアメニティスタジアム
（社）小城市観光協会も、新鳥栖駅の「ぐるり
ん観光物産展」で小城羊羹やキャラグッズなどを
販売します！

【問】新幹線さが未来づくり協議会事務局
（佐賀県新幹線活用・整備推進課内）
☎25－7341

健康保険料率が変わります。

●９．
６０％ か ら １０.１６％ に 変 わ りま す 。
（４０歳 〜６４歳 の 方 は 介 護 保 険 料 １.５５％ が 加 わ りま す 。）
● 平 成２４年３月 分（４月 納 付 分 ） より 変 わ りま す 。
● 任 意 継 続 被 保 険 者 の 方 は 、 平 成２４年４月 分 より 変 わ りま す 。
【対象者】協会けんぽ佐賀支部に加入されている方。
（ 水色の健康保険証をお持ちの方）
全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部
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