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葉隠天満連珠（五目ならべ）
大会を開催

小城市戦没者追悼式　連珠（五目ならべ）は知的で数学的、理論的な
思考ゲームです。みなさん一緒に楽しみませんか。
◆日時　４月８日（日）13時～
　　　　（受付12時30分～）
◆場所　小城市芦刈地域交流センター
　　　　（芦刈庁舎前）
◆参加資格　五目ならべの出来る方
◆人数　先着20人
◆参加費　300円
【問・申】福嶋　☎090-4993-1750

　先の大戦で亡くなられた戦没者の方々を追悼し、
恒久の平和を祈念するため、戦没者追悼式を開催
します。
◆日時　4月21日（土）10時～
　　　（受付9時30分～）
◆場所　ドゥイング三日月
◆参加対象者　戦没者のご遺族の方
【問】 三  福祉課　☎73-8825

Information情報いろいろ

さくら灯篭

第50回　小城春雨まつり

　小城公園の夜桜を、雪
ぼん

洞
ぼり

と竹灯篭（約8,000本）
の優しい灯りが幻想的に
照らし出します。桜が満
開の季節、お花見はもち
ろん、カップルのデート
スポットとしてもお楽しみいただけます。ぜひ、
お出かけください。
◆日　時　４月6日（金）～8日（日）18時～22時
◆場　所　小城公園
◆入場料　無料
※�ただし、開花期間中は駐車場協力金として車1台
当たり乗用車500円、バス2,000円のご協力をお
願いします。（この協力金は、小城公園の維持管
理費に充てています）

【問】（社）小城市観光協会　☎72-7423

　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　～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

　小城庁舎　　三日月庁舎　　牛津庁舎　　芦刈庁舎小 三 牛 芦
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借金問題 過払い請求
○サラ金からの借金を完済された方、時効前（10年）であれば、過払い請求が可能です。
○過払い請求の場合、着手金不要（解決後、報酬金のみ）裁判までします。（印紙代等の実費は負担）

【営業時間】平日9：00～18：00　土曜9：00～12：00
【定 休 日】日曜・祝日

高﨑繁行法律事務所
弁護士　高﨑繁行（佐賀県弁護士会所属）

唐津市千代田町2019－17 くりはらビル１Ｆ
TEL 0955－70－0315

借金の相談は無料で随時受け付けます。民事・刑事の身の回りの問題もご相談ください。
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ピアノランド　システムを使った

リトミック教室４月生募集（対象4・5歳児）
幼児が初めてピアノを弾く前に＜聴く力・手の使い方・歌心・読譜力＞を
楽しく確実に身につけていきます。
ピアノを使わない第一段階のレッスンです。
2～3名のグループで行います。

小城市芦刈地域交流センター　会議室　 毎週月曜日３：30～４：30
説明会（お電話にておしらせします。）
【問い合わせ】☎090－9496－2837　　担当：吉岡

有
料
広
告

有
料
広
告

不動産鑑定士による
不動産無料相談会

アルミ缶の回収を行います
～限りある資源を活かしましょう～

「求職者支援訓練」を
受講してみませんか

　「求職者支援制度」…雇用保険を受給できない
方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期
就職を目指すための制度です。

◆支援内容
①�再就職に必要なスキルを身につけるための職業
訓練を受講できます。
②�訓練期間中も訓練終了後も、ハローワークが積
極的に就職支援します。
③�一定要件を満たす方に、訓練期間中、月10万円
の「職業訓練受講給付金」を支給します。
詳細はお問合わせください。
【問】ハローワーク佐賀　☎24-4362

　不動産の価格、取引、法律など各分野のベテラ
ン担当者が会場に待機しています。お気軽にご利
用ください。秘密は厳守します。
◆日時　４月６日（金）10時～15時
◆場所　アイスクエアビル（佐賀市）
※唐津市役所、鳥栖市役所でも同日開催
【問】（社）佐賀県不動産鑑定士協会　
　☎28-3777

◆日時　４月７日（土）９時～11時
◆場所　小城庁舎　玄関前
◆支払　当日、アルミ缶の重さにより代金を支払
います
☆注意事項☆
　・スチール缶は、回収しません。
　・個人、団体とも受け付けます。
　・�缶は洗ってよく水切りをし、軽くつぶして透
明な袋に入れてお持ちください。

【問】小城町消費者グループ（東島）
　☎72-5211

イラスト教室体験講座
「楽しい似顔絵体験してみませんか？」

◆日時　①４月８日（日）、②４月22日（日）　
　　　　19時～21時
◆場所　牛津公民館
◆内容
①「�絵の基本！鉛筆で正し
い形と線のとらえ方と
は？」

②「�本格色付け体験！あの
アイドルをうまく色付
けできるかな？」

◆持ってくるもの
　①描きたい人の顔写真　②水彩絵の具セット
◆定員　30人（先着順）
◆参加料　無料
◆申込期限　４月３日（火）17時
【問・申】文化連盟牛津支部（牛津公民館内）　
　☎63-8813
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うつ病・躁うつ病・不安など　
悩み語り合おう

　職場や家庭、社会で生きづらさを感じている方
やそのご家族を対象に、悩みを話し合い、一人で
はない事を語り合いませんか。
◆日　時　４月７日（土）　14時～17時
◆場　所　アバンセ４階（どんどんどんの森）
◆参加費　1,000円（資料代）
◆定　員　30人　※要予約
◆内　容
　第Ⅰ部　 「気分障害と向き合うとは？」�
　気分障害（うつ病やパニック障害など）を克服
中で社会復帰をされている方をゲストに招き、話
していただきます。
　第Ⅱ部　「語り合いの場」�
　参加者の皆さんで悩みや辛さを語り合います。
※�無理に話す必要はありません。プライバシーは
厳守。安心してご参加ください。

【問・申】小さなアトリエKamin（竹林）
　☎62-0101

『小城公園散策マップ』
ご利用ください

　観光協会では、小城公園をたくさんの方にもっ
と知ってもらいたいと、『小城公園散策マップ』を
作製しました。
　春には3000本
の桜が一斉に花
開き、「さくら名
所百選」に選ばれ
ている小城公園
をゆっくり散策
してみませんか。

◆散策マップ設置場所
　（社）小城市観光協会、おぎ元気館
【問】（社）小城市観光協会　☎72-7423

ＮＨＫのデータ放送で小城市の
イベント情報を放送しています

　「今日は何かイベントあってないかな？」そん
な時はＮＨＫのデータ放送をご利用ください。『さ
がんおでかけ情報』で県内各地のイベント情報を
確認することができます。

【問】牛  総務課　☎63-8818

第35回
佐賀県消防職員意見発表会

平成24年度
国家公務員採用試験

　火災・救急・救助など、現場で活動するファイヤー
マンの熱い話を聴いてみませんか？どなたでも入
場できますので、お気軽にお越しください。
◆日　時　４月13日（金）10時～12時30分
◆場　所　グランデはがくれ　※入場無料
◆発表者　消防職員14人程度
【問】佐賀県消防長会事務局
　（佐賀広域消防局総務課）☎33-6763

○総合職（院卒・大卒程度）
◆第1次試験日　４月29日（日）
◆受付期間　４月２日（月）～９日（月）
○一般職（大卒程度）
◆第1次試験日　６月17日（日）
◆受付期間　４月10日（火）～19日（木）
※�受付期間はいずれもインターネットによる申し
込みの場合。
※�受験資格は、試験ごとに異なりますので、イン
ターネットで確認してください。

【問】人事院九州事務局　☎092-431-7733

　小城庁舎　　三日月庁舎　　牛津庁舎　　芦刈庁舎小 三 牛 芦

※NHK佐賀の
画 面 でdボ タ
ンを押してく
ださい。
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広報「さくら」に掲載する広告を
募集します

◆発行部数　15,300部
◆募集枠数　５日号：２枠～３枠／20日号：４枠～５枠
◆掲載規格（縦×横）・掲載料
　・全枠：4.5ｃｍ×17.5ｃｍ　20,000円　
　・半枠：4.5ｃｍ×8.5ｃｍ　��10,000円
◆掲載期間　１回～最大６回まで
◆申込方法　
　申請書に記入し、掲載内容の分かるものを添付して、
発行40日前までに総務課へ提出してください。詳細はお尋ねください。
※申請書はホームページからダウンロードすることができます。
【問・申】牛  総務課　☎63-8818

各　種　相　談
相談名 相談日 場　所 時　間

健康相談
☎73-8822

毎週月曜日
三日月町　ゆめりあ

9 ：30～11：30
芦刈町　ひまわり

毎週金曜日
小城町　桜楽館

9 ：30～11：30
牛津町　アイル

行政相談
人権相談
心配ごと

相談
☎63-8818

毎月第 1 火曜日 芦刈町　ひまわり

13：30～15：30
毎月第 2 火曜日 三日月農村環境

改善センター

毎月第 3 火曜日 小城町　桜楽館

毎月第 4 火曜日 牛津公民館

身障者
相談

☎73-8820

毎月第 3 金曜日 小城町　桜楽館 13：30～15：30

毎月第 1 月曜日 三日月農村環境改善
センター 9 ：00～12：00

毎月第 3 水曜日 牛津町　アイル 10：00～12：00

毎月第 3 水曜日 芦刈町　ひまわり 9 ：00～12：00

福祉の出張
巡回相談
☎73-8825

毎月第 1 水曜日 小城町　桜楽館

10：00～15：00
毎月第 2 水曜日 三日月庁舎

毎月第 3 水曜日 牛津町　アイル

毎月第 4 水曜日 芦刈町　ひまわり

消費生活
相　　談

（要予約）
毎週月・水・金曜日 小城庁舎

☎７2-5６６７ 10：00～1６：00

女性総合
相　　談

（要予約）
毎月第 2 水曜日 小城庁舎

☎７3－８８21 9 ：00～1７：00

精神障害
悩み相談 毎週月曜日 精神保健福祉センター

☎７2-4７9７ 10：00～1６：00

 小城市広報番組

災害情報の収集方法ご存知ですか!

　小城市の取り組み・イベント情報などを毎月紹介してい
ます。ぜひご覧ください。

◆「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〉
　・�ogi-shimin@bousai.city-ogi.jp
���に空メールを送る。
　・�ＱＲコードで読み取る。

【ラジオ】FM佐賀（77.9MHz）
　　 I♡OGI
　　・毎週木曜日（予定）12時～　55分間放送

【テレビ】ぶんぶんテレビ
［小城市だより］
・４月２日（月）～４月15日（日）
①9時45分～　②17時～
③19時45分～
小城市ホームページでも、ご覧いただけます。


