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ふれあい芸能まつり開催

　小城市文化連盟で活動している団体の発表会を
開催します。どうぞお越しください。
◆日時　６月17日（日）13時30分～
◆場所　ドゥイング三日月（ホール）
◆入場料　無料
◆内容　民謡、詩吟、日舞、民舞、伝統芸能、フ
ラダンス、リズムダンス、よさこいの発表
【問】小城市文化連盟（生涯学習課内）
　　　☎73・8808

「消防学校50年のあゆみ」
刊行

　昭和36年開校からの沿革や、現在の訓練内容な
どが掲載されています。
◆閲覧場所　・県内公立（県・市・町）図書館　
・さが元気ひろば（県庁新行政棟１階）
・県政情報閲覧コーナー（佐賀、唐津、武雄県税事
務所／伊万里、鹿島農林事務所／神埼土木事務所）
【問】佐賀県消防学校　☎23・7728

精神障がい者のための講演とSST
（社会生活技能訓練）講習会参加者募集

　精神障がい者の家族SSTでは、第一人者である高
森信子先生が会話のコツを伝授します。　
◆場所　アバンセ（講演：大ホール、講習会：アバンセ内別室）
◆日時　６月23日（土） 　
◆内容　講演　11時～12時　※定員200人
　　　　SST講習会　13時～16時　※定員50人
◆参加費　無料
【問・申】NPO佐賀げんき会　
　　　　　☎73・4527　深村・野田

Information情報いろいろ

佐賀中部広域連合
介護保険運営協議会委員募集

　この協議会は、医療、保健、福祉、学識経験者
および被保険者の代表の方で介護保険の制度運営
について審議します。
◆応募資格
　小城市、佐賀市、多久市、神埼市、吉野ヶ里町
に在住の40歳以上（平成24年４月１日時点）、医療、
保健、福祉の関係者以外の方で平日の会議に出席
できる方。
◆募集人員
　・40歳以上65歳未満の方　２人
　・65歳以上の方　　　　　 ３人
◆任期
　平成24年度～平成26年度（３年間）
※ 24年度と25年度は年２回、26年度は年７回程

度の会議を開催をします。
※ 出席された場合には、広域連合の規定による謝

礼をお支払いします。
◆応募方法
　任意の様式に下記事項を記載し、郵便または福
祉課（三日月庁舎）に提出してください。
　・氏名、住所、年齢、電話番号、職業
　・応募の動機（概ね400字程度）
◆応募期限
　６月29日（金）17時まで（当日消印有効）
【問・応】〒840－0831　佐賀市松原四丁目２番28号
　佐賀中部広域連合　総務課　行財政係
　☎40・1131

工事名等 指名業者等 落札業者 落札決定額 
（うち消費税相当額）

予定価格 
（うち消費税相当額） 落札率 入札執行課

岩松小学校プール改修工事
㈲グリーンコスモ開発・㈱上瀧建設
㈱イケモク・岡本建設㈱・㈱巌大建業

㈱上瀧建設 13,608,000
(648,000)

14,120,400
(672,400) 96.37  

教育総務課
☎73・8806

三日月中学校プール改修工事 岡本建設㈱ 11,266,500
(536,500)

11,853,450
(564,450) 95.05  

入 札 結 果 の 公 表

※入札結果については、市ホームページでも公表しています。
　入札結果のとりまとめは芦刈庁舎建設課で行っていますが、
　入札結果の詳細は、各入札執行課へ直接お問合せください。 【問合せ】芦  建設課　担当　西田・右近　☎63・8825

（単位：円、％）（４月入札分で予定価格が1,000万円を超えるもの）
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国家公務員・
税務職員採用試験

【一般職試験】高卒者程度
・受験資格　今年４月１日時点で高校または中学
を卒業して２年未満の方、または平成25年３月ま
でに上記卒業見込みの方。

【一般職試験】社会人試験（係員級）
・受験資格　昭和47年４月２日以降に生まれた方

（高卒者試験の応募資格期間が経過した方に限る）
【税務職員採用試験】
・受験資格　今年４月１日時点で高校または中学
を卒業して３年未満の方、または平成25年３月ま
でに上記卒業見込みの方。
◆受付期間
・インターネット　６月26日（火）～７月５日（木）
・郵送、持参　　　７月２日（月）～７月10日（火）
※ 人事院が受験資格に準ずると認めた方も受験可。
◆試験日　第1次選考　９月９日（日）
【問・資料請求】人事院九州事務局　第二課　試験係
　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2-11-1
　☎092・431・7733　FAX092・475・0565
　http://www.jinji.go.jp/(採用情報ナビからお入りください)

職業訓練受講生募集

募集訓練科名 定　員
電気制御技術科（８月生） 15
機械加工技術科（９月生） 12

　平成24年8月生・9月生コースを募集します。

※おおむね40歳未満の方が対象
※受講料無料
◆申込期限　７月 ６日（金）（電気制御技術科）
　　　　　　８月 ３日（金）（機械加工技術科）
◆面接日　　７月13日（金）（電気制御技術科）
　　　　　　８月10日（金）（機械加工技術科）
◆筆記試験　なし
◆訓練期間　７か月
◆申込先　最寄りの公共職業安定所
※毎月職業訓練説明会を実施しています。
【問】佐賀職業訓練支援センター
　　（ポリテクセンター佐賀）☎26・9516

西九州大学・西九州大学短期
大学部公開講座（前期開講）

　パソコンで絵を描いたり、福祉・介護や子育て
関係、小学生の食品実験など多彩な講座をご用意
しています。詳しい内容は、ホームページでご確
認ください。みなさまのご参加をお待ちしています。
◆開催　６月22日（金）「子ども学入門」など
　　　　９月中旬まで
◆場所　神園キャンパス（佐賀市神園3-18-15）
【問】西九州大学健康福祉・生涯学習センター
　　　☎32・1314

児童扶養手当の
手当額改正について

　平成23年全国消費者物価指数の下落に伴い、平
成24年４月分（８月振込分）から児童扶養手当額
が変更になります。
　新しい手当額は、以下のとおりになります。

全部支給（月額） 一部支給（月額）
平成24年
3月分まで 41,550円 41,540円～　

9,810円
平成24年
4月分から 41,430円 41,420円～　

9,780円
※ 第２子（月額5,000円）、第３子以降（１人につき、

月額3,000円）の加算額の変更はありません。
【問】小 こども課　☎73・8821
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まむし抗毒素の保有医療機関

司法書士による
成年後見無料電話相談

　本年４月現在の保有医療機関は、以下のとおりです。
◆小城市民病院　　☎73・2161
◆石井外科医院　　☎73・3641
◆樋口クリニック　☎66・4838
◆江口病院　　　　☎73・3083
　受診される際は、事前に確認してください。
【問】三 健康増進課　☎73・8822

　「ひとり暮らしの今後が心配」「知的障がいを持
つ子供の将来が心配」「遺産分割をしたいけれど相
続人の一人が認知症でできない」など成年後見に
関することをご相談ください。
◆日時　毎週火曜日　18時～ 19時30分　※予約不要
◆相談先　☎29・0635
【問】（公社）成年後見センター・
　　　リーガルサポート佐賀支部　☎29・0626

技能訓練生募集

　各分野でビジネススキルを習得しませんか。
◆対象者　ハローワークに求職申し込みをし、受
講指示または、推薦を受けた方
◆定員　20人

（定員に満たない場合は、中止する場合があります）
◆申込期限　７月５日（木）
◆申込方法　現住所を所管するハローワークに願
書を提出してください。
◆受講料　無料（テキスト代は自己負担）

【問】佐賀県立産業技術学院　就職支援課
     　 ☎74・4330

6/23～29は
「男女共同参画週間」です

　平成24年度キャッチフレーズ
「あなたがいる　わたしがいる　未来がある」
　男女共同参画週間とは？　男性と女性が、職場
や、学校、地域、家庭で、それぞれの個性と能力を
発揮できる社会のことです。その実現のためには、
みなさん一人一人の取り組みが必要です。私たちの
まわりの男女のパートナーシップについて、この機
会に考えてみませんか。
【問】内閣府男女共同参画局　☎03・5253・2111
　　　http://www.gender.go.jp/

【簿記会計科】
　日商簿記２級の合格が目標
◆訓練会場　佐賀電算センターセミナールーム
◆訓練期間　４か月間
※テキスト代14,500円程度
※ 簿記３級程度の知識をすでに習得している方
　向けのコースです。

【貿易ビジネス科】
　貿易実務検定B・C級、パソコン検定３級など
その他の資格取得が目標
◆訓練会場　アイ・フォレストビル１階　
◆訓練期間　６か月間
※テキスト代17,000円程度

【ビジネス・パソコン科】
　コンピューターサービス技能検定２・３級、
パソコン検定試験３級などの資格取得が目標
◆訓練会場　アイ・フォレストビル１階　
◆訓練期間　３か月間
※テキスト代11,000円程度



17 H24.6.5号小城広報

みんなでエコ活動を
すすめよう

　NPO法人温暖化防止ネット小城事業所オープニ
ングイベントを開催します。楽しいイベントにぜ
ひお越しください。
◆日時　６月24日（日）　
◆場所　ショッピングプラザセリオ
◆内容　

【小城中学校吹奏楽部の演奏・オープニング式典】
・時間　10時～　　　　　　　

【みどりのカーテン講習会】
・時間　11時～／14時～
　苗（一人につき２苗のゴーヤ苗）を無料配布し、
育て方のコツなどを紹介します。また、育てたみ
どりのカーテンを題材に、フォトコンテストを開
催します。

【１万人ローラー試乗会（電気自動車試乗会）】
・時間　12時～16時
　リーフ、プリウスなどの電気自動車で約２キロ
のコースを試乗し、記念撮影して写真をプレゼン
トします。
※ 特設ブースとして生ごみ処理器「くうたくん」

の展示も行います。

【問】小 環境課　☎73・8803

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　
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。
【問・申】牛  総務課　☎63・8818

平成24年度慰霊巡拝の実施

　旧主要戦域となった陸上や、遺骨収集の望めない
海上などにおける戦没者の遺族を対象として、厚生
労働省が実施する慰霊巡拝の参加者を募集します。
◆派遣地域
　旧ソ連（ハバロフスク地方、沿海地方）、中国東
北地区、東部ニューギニア、北ボルネオ、トラッ
ク諸島、マリアナ諸島、フィリピン、マーシャル・
ギルバード諸島、硫黄島
　実施日程、申込締切日などは地域ごとに異なり
ます。詳しくはお問合せください。
【問】佐賀県庁　地域福祉課　☎25・7058

日清医療食品（株） 福岡支店　
☎092-282-0511（担当：辻田）

【勤 務 地】小城市民病院
【仕事内容】調理業務・切り込み業務・盛り付け・洗浄等
【時　　間】5：45～15：00　10：30～ 19：30の 2交代制
【時　　給】時給 720円～ ( 月額 13万円程度）
【年　　齢】不問
【休　　日】週休２日制（ローテーション休）
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“食事”をつくる
お仕事です
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「おぎにほんご教室」
教え方の勉強会を開催

　「おぎにほんご教室」では、外国人の方へ「日本語」
を教えています。次の日程で勉強会を行います。
　興味のある方は勉強会に参加してみませんか。

（外国語が話せる必要はありません。）　
◆日時　①６月26日（火）
　　　　②７月31日（火）　19時～20時30分
　　　　③８月28日（火）
◆場所　小城公民館　桜岡支館　2階
◆受講料　無料
【問・申】おぎにほんご教室　☎73・3309（西尾）
　E-mail：ogi_nihongo@yahoo.co.jp


