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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2109－17 くりはらビル１Ｆ
TEL 0955－70－0315

借金の相談は無料です。民事・刑事の身の回りの問題もご相談ください。
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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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一日図書館職員になろう!!

カウンセリングをもっと
身近に（個別無料相談会）

ホタルの里（祇園川）
幻の写真展を開催

　「図書館の仕事ってどんなことをするんだろう？
やってみたいな！」そう思ったことのあるお友だ
ち、図書館の仕事を体験してみませんか？
≪三日月館≫　４人
◆日時　７月27日（金）　８時30分～12時
≪小城館≫　４人
◆日時　７月31日（火）　８時30分～12時
◆対象　市内に住んでいる小学3年生～6年生
◆募集期間　６月21日（木）～７月15日（日）
◆募集受付　市民図書館全館カウンター
※ 申込者が多数の場合は抽選を行い、後日結果を

お知らせします。

【問】小城市民図書館三日月館　☎72・4946　
　　　　　　　　　　小城館　　☎71・1131

　うつや不安・孤独などについて、世間の常識で
はなく、まずはあなたの心が楽になれるようにご
相談ください。
◆日時　７月８日（日）13時～17時
◆場所　アバンセ（どんどんどんの森）※要予約
【問】一般社団法人セルフマネジメント
　　　（小さなアトリエkamin）☎62・0101

　昭和24年に台風による大規模な洪水災害があり
ました。アメリカ進駐軍が撮影した、この大災害
の貴重な写真を展示しています。地域の防災意識
を次世代につないでいく為にも、たくさんの方の
ご来場をお待ちしています。
◆日時　６月５日（火）～26日（火）
　　　　９時～17時
◆場所　桜城館１階ホール（月曜休館日）
【問】天山酒造（株）　☎73・3141（七田）

図書館からのおしらせ

　携帯電話から図書館の本や雑誌が予約できるよ
うになりました。インターネット・携帯電話から
予約する場合はメールアドレスやパスワードの登
録が必要です。
　登録は、図書館カウンターで受け付けています。
　新着本案内の配信サービスもあります。
◆パソコンからの登録先
　小城市民図書館のホームページ
　http://library.city.ogi.saga.jp
　または「小城市民図書館」で検索！
◆携帯電話からの登録先
　小城市民図書館携帯サイト
　カメラ機能付携帯電話で
　QRコードを読み取ってください。
【問】小城市民図書館三日月館　☎72・4946
　　　　　　　　　　小城館　　☎71・1131

Information情報いろいろ
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うつ病・躁うつ病・不安など
悩みを語り合おう

全国一斉「子どもの人権110
番」強化週間

　職場や家庭、社会で生きづらさを感じている当
事者やご家族へ向け、悩みを話し合い、情報を共
有していただく語り合いの会を開催します。
◆日時　７月７日（土）　14時～17時
◆場所　i

アイ

スクエアビル
　　　　（佐賀駅前中央１丁目８−32）
◆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、統合失調症を克服中で社会復帰をさ
れている方をゲストにお呼びし、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

厳守します。安心してご参加ください。
【問・申】一般社団法人セルフマネジメント
　　　�　（小さなアトリエkamin）☎62・0101

　いじめ・虐待など、幼児・児童・生徒の人権に
関わる悩みごと、心配ごとなどの相談に応じます。
相談内容の秘密は固く守られます。ひとりで悩ま
ず、お気軽にご相談ください。

◆実施期間　６月25日（月）～７月１日（日） 
　　　　　　８時30分～19時
※６月30日（土）、７月１日（日）は10時～17時
◆電話番号　☎0120・007・110
◆相談担当者　人権擁護委員・法務局職員　
◆相談料　無料　
【問】佐賀地方法務局人権擁護課　☎26・2195

CSO（市民社会組織）からの
提案を募集

　今年度も、CSOの皆さんから、県や小城市が
担う業務に対し、「私たちならもっと質の高い公共
サービスを提供できる」という、提案を募集します。
昨年度は、佐賀県全体で67件の提案があり、49件
が採択されました。
　たくさんのご応募をお待ちしています。
◆提案募集期限　７月31日（火）　
※ 提案書の様式など詳細は、お問い合わせください。
【問・申】
・CSO市民活動センター��ようこそ　☎72・3566
・佐賀県庁　男女参画・県民協働課　☎25・7374
※CSOとは、Civil Society Organizations（市民
社会組織）の略で、ＮＰＯ法人市民活動、ボランティ
ア団体に限らず婦人会、老人会、ＰＴＡなどの組織・
団体も含めての呼称です。

楽しくさぐろう“小京都小城”
～観光ボランティアガイドのお誘い～

　一緒に小城の名所や魅力を案内しませんか。そ
のための事前研修を行います。
◆日時・内容
　①７月19日（木）13時～16時
　　小京都小城めぐりと酒蔵見学
　②８月９日（木）13時～16時
　　小城鍋島めぐりと羊羹資料館見学
◆集合場所
　桜城館２階（歴史資料館）研修室
◆参加費　無料
◆申込締切　７月５日（木）　当日参加可

【問】（社）小城市観光協会　☎72・7423
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スキルアップセミナー 
「エコクラフトバッグづくり」

◆日時　①７月４日（水）②７月18日（水）　
　　　　③７月25日（水）  13時30分～15時30分
◆場所　牛津公民館２階　第２研修室
◆講師　山口　真冬　氏
◆定員　20人（先着順）※託児あります
◆内容　～クラフトテープを使ったカゴ作り～
　①小物入れ
　②大きなピクニックカゴバッグ～前編～
　③大きなピクニックカゴバッグ～後編～
◆持ってくるもの
　はさみ、洗濯バサミ（20個）、30㎝ものさし
◆材料費
　①500円
　②と③合わせて　1,500円
◆対象　成人の方
◆申込締切日　６月29日（金）17時
【問・申】牛津公民館　☎63・8813

平成24年度がん患者（家族）
集いの会

　がん患者およびその家族が互いに励ましあい、
情報交換を行う交流の場です。
◆日時　７月９日（月）13時～16時
◆場所　佐賀県総合保健会館
　　　　（佐賀市天神一丁目4−15）
◆対象　がん患者およびその家族(30人)
◆参加費　１人300円
◆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
◆申込期限　７月６日(金)

◆内容　
◦13時～14時
　「心と体が喜ぶエクササイズ」(体調改善運動)
※ 体調改善運動は、『術後の体調を積極的に改善し

ていく』『より快適な生活を送れるようにする』
『快適に身体を整えることで、リラックスできる
身体・免疫力のアップを促す』をねらいとし、
呼吸法を取り入れた軽い運動です。
◦14時～16時　親睦・交流会
【問・申】財団法人�佐賀県総合保健協会
　　　　　☎27・4666

平成24年度消防設備士試験を
実施

◆日時　８月19日（日）
◆場所　佐賀大学本庄キャンパス
◆内容　甲種・乙種消防設備士試験
◆願書受付期間　

《書面申請》７月９日（月）～７月20日（金）
《電子申請》７月６日（金）～７月17日（火）
※ 電子申請手続きは、（財）消防試験研究センター

のホームページをご覧ください。
　http://www.shoubo-shiken.or.jp
◆願書請求
　消防試験研究センター・県内各消防署
【問】小城消防署　予防指導課　☎66・1541

古くなったカセットボンベの
火災にご注意ください！

　カセットボンベのガスは、中身の成分が変化し
ないため消費期限が定められていません。しかし、
缶やバルブには金属や樹脂、ゴ
ムなどが使用されているため、
保管状態によっては、それらが
劣化し、使用中にガスが漏れて
火災に至る事故が発生すること
がありますので注意しましょう。

◆確認事項
・ カセットボンベ自体からガスの臭い（玉ねぎの

腐ったような臭い）がする。
・ カセットコンロなどに装着すると「シューッ」

とガスが漏れる。
・カセットボンベが変形している。
・ ガスが出る先端のノズル部分に傷がある、ある

いは傾いている。
・著しいさびが発生している。
以上のような事項が確認できる場合は直ちに使用
を中止し、製造業者へ連絡するなどの対応をお願
いします。
【問】佐賀広域消防局　予防課�☎33・6765


