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時間外・閉庁日も証明書を
交付しています！（要予約）

◆交付できる証明書
・住民票
・�印鑑証明書
　（小城市の印鑑登録証に切替えが済んだ方のみ）
・納税証明書　・所得証明書
・課税証明書　・資産証明書
◆申し込みのできる方
　本人または同一世帯の方
　※資産証明は本人のみ
◆予約方法
　平日の８時30分から17時15分までに電話で申
し込んでください。
◆交付場所　牛津庁舎のみ
◆交付時間　・平日　17時30分～20時
　　　　　　・土・日・祝日　 ８時30分～20時　
　　　　　　　詳細はお問い合わせください。
【問・申】小 総合窓口　☎73・8805
　　　　��三 総合窓口　☎73・8824
　　　　��牛 総合窓口　☎63・8802
　　　　��芦 総合窓口　☎63・8822

小城祇園夏祭り（山挽祇園）
にお越しください！

初心者の方でもできる！パソ
コンで暑中見舞いハガキ作り

◎前夜祭　浮立・宵山
◆日時　７月21日（土）　19時～
※祇園コンサートを18時30分から小柳酒造（株）
　で開催します。（入場料　無料）
◎本祭
◆日時　７月22日（日）
　　　　出陣式　10時～　上り山　10時30分～
　　　　　　　　　　　　�下り山　17時～
◆場所　須賀神社付近
　下町区では、山作りや山の挽き手を募ります。
当日のみの参加も大歓迎です。
【問】小城公民館桜岡支館　☎73・3567

　インターネットを活用した暑中見舞いハガキ教
室を開催します。あなただけの暑中見舞いを作り
ませんか。パソコンはこちらで準備します。
◆日時　①7月21日（土）13時～16時
　　　　②7月22日（日）９時30分～12時30分
◆定員　①15人　②15人
◆場所　小城公民館
◆参加費　700円
【問・申】CSO市民活動センター
　ようこそ（小城公民館内）☎72・3566

Information情報いろいろ

あんま・はり・きゅう施術券
を交付します

　施術券（１枚1,000円の補助）を年間30枚発行
して、施術料の一部を補助します。
◆対象者　65歳以上の高齢者
◆交付場所��福祉課／各庁舎総合窓口
◆手続きに必要なもの　・印鑑
・委任状（家族以外の方が申請する場合のみ）
※�委任状の用紙は、任意でご用意頂くか、福祉課
または各庁舎総合窓口にもあります。
【問・申】三 �福祉課　☎73・8820
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ルールを守って楽しい花火

　花火遊びをする時は迷惑にならない場所と時間
内で遊び、後始末にも心がけましょう。

①�花火に書いてある遊び方をよく読んで必ず守り
ましょう。
②�花火を人や家に向けたり、燃えやすいもののあ
る場所で遊んだりせず、衣服に火がつかないよ
うに注意しましょう。
③手持ちの筒花火は、手の位置に注意しましょう。
④風の強い時は、花火遊びはやめましょう。
⑤水を用意しましょう。
⑥�子どもだけでの花火遊びは絶対にしないように
しましょう。
⑦�たくさんの花火に、一度に火をつけないように
し、１本ずつ遊びましょう。
⑧正しい位置に正しい方法で点火してください。
⑨�筒もの花火に点火する時は、途中で火が消えて
しまっても決して覗いてはいけません。
⑩花火をポケットに入れてはいけません。
⑪�花火をほぐして遊ぶことは危険です。絶対にし
てはいけません。
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市民ふれあいボウリング大会
参加者募集

　小城市ボウリング協会では、健康づくりの一環
で大会を実施します。参加賞ほか賞品を準備して
います。
◆日時　８月５日（日）10時～（受付９時30分～）
◆場所　遊道楽嘉瀬店　
◆対象者　小城市内在住の小学４年生以上
◆参加費　高校１年生以上�1,000円（貸靴代込み）
　　　　　小４以上～中学生�600円（��　�〃　　）
※当日ボウリング場で受け付けます。
◆募集期間　７月20日～８月１日（９時～17時）
◆�申込方法　各町体育協会事務局のある公民館受
付に、参加申込書と受付箱を用意しています。
◆定員　60人程度（抽選）
　　　　※落選された方には電話連絡します。
【問・申】小城市ボウリング協会事務局　☎73・3527（髙岸）

第８回江里山蕎麦の会
会員募集

　あなたも蕎麦づくりを体験しませんか。
　場所は江里山の棚田にて。７月下旬の草刈りか
らスタートし、蕎麦蒔き、刈り取り、脱穀など月
１回ほどの作業をした後、年末または新年に新蕎
麦を手打ちで試食します。江里山を守ってこられ
た集落の方々に感謝し、月一回の作業参加が原則
です。目的はまちづくり。プロやプロ志望の方の
参加はお断りします。
◆参加費　2,500円（臨時徴収の可能性あり）
◆募集人数　25人　
【問】田中正照（牛津町）　自宅☎66・0826
　自宅PC　masa-tanaka@mx7.tiki.ne.jp
　江里山蕎麦の会ブログ
　http://blog.livedoor.jp/eriyamasobanokai/ 【問】小城消防署　予防指導課　☎66・1541
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７月は“社会を明るくする
運動”の強化月間です

　犯罪や非行のない安全で安心な地域社会の実現
は、多くの国民の願いです。そのためには、成長
過程でつまずいてしまった青少年を地域が温かく
見守り、成長していくとともに、社会復帰に様々
な困難を抱える方の生活基盤を確保することが重
要となってきます。
　“社会を明るくする運動”は、犯罪や非行を抑
止する地域の力を育て、安全で安心して暮らせる
地域社会づくりを進める活動です。
　期間中には、小中学生の作文コンクールやサガ
ン鳥栖の協力によるサッカー教室など、関係機関・
団体と連携した運動が展開されます。
　市内でも、保護司会をはじめとした社会を明る
くする運動推進委員会によるPR活動が予定され
ています。
【問】・佐賀保護観察所　☎24・4291
　　��・小城・多久地区更生保護サポートセンター
　　　（三 3階）　☎72・7915

図書館からのおしらせ

≪新しく入った雑誌のお知らせ≫
　雑誌は発売月の次の月から貸出できます。
　最新号は館内でご覧ください。
★三日月館
　・うかたま　
★小城館
　・家の光　・ウレぴあ　・男子食堂
　・Number（ナンバー）　・やさい畑
　・nicola（ニコラ）　・猫びより
　・Talking�Rock!
★牛津分室
　・steady（ステディ）　・saita（サイタ）
　・こどものとも０・１・２
　・からだの本　・Leak（リーク）
★芦刈分室
　・からだにいいこと　・サンキュ　・ケトル
　・週刊文春　・クイック・ジャパン
　・Jリーグサッカーキング　・のらのら（農業教育）
【問】小城市民図書館三日月館　☎72・4946
　　　　　　　　　　　小城館　☎71・1131

悩みごとは
小城市民一日合同行政相談へ

　毎日の暮らしの中で、困っていることはありま
せんか？各種相談窓口が小城公民館に集まって一
日合同行政相談所を開設します。
　相談は無料で、秘密は厳守されます。お気軽に
ご利用ください。（当日は先着順です。）
◆日時　７月24日（火）　10時～15時
　　　　（受付時間は14時45分まで）
◆場所　小城公民館　
◆相談時間　１人概ね30分以内
相談内容（例） 参加機関（予定）

法律相談 佐賀県弁護士会
年金相談 佐賀年金事務所
健康保険 全国健康保険協会佐賀支部
登記・戸籍 佐賀地方法務局
相続問題 佐賀県司法書士会
いじめ・虐待問題 人権擁護委員
住宅相談 建築士
生活上の困りごと 民生委員・児童委員

心配ごと相談 小城市社会福祉協議会
（心配ごと相談員）

行政全般 佐賀行政評価事務所・
行政相談委員

県政全般 佐賀県
市政全般 小城市

【問】牛 総務課　☎63・8818
　総務省　佐賀行政評価事務所　☎22・2651

夏の交通安全県民運動

　７月20日（金）は「交通事故死ゼロを目指す日」
　「守ろう交通ルール　高めよう交通マナー」を
スローガンに７月11日（水）から20日（金）まで
の10日間「夏の交通安全県民運動」が実施されます。
　この期間中は、「子どもと高齢者の交通事故防止」
を運動の最重点とし、
　①自転車の安全利用の推進
　②追突事故の防止　③飲酒運転の根絶
を重点目標に交通安全運動を行っていきます。
　一人一人が交通事故の防止に心がけましょう。
【問】牛 総務課　☎63・8818
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佐賀中部広域連合
消防職員募集

◆募集人数　15人程度
◆受付期間　７月27日（金）～８月14日（火）
　　　　　　（土・日は除く）
◆第1次試験　9月16日（日）
◆受験資格
Ⓐ大卒程度
　昭和59年４月２日から平成３年４月１日までに
生まれた方
Ⓑ高卒程度
　昭和63年４月２日から平成７年４月１日までに
生まれた方（大卒者および大卒見込み者を除く）
Ⓒ救急救命士
　昭和59年４月２日から平成５年４月１日までに
生まれた方で、救急救命士の免許を有する方
◆応募方法　
　申込票を佐賀広域消防局と神埼地区消防組合本
部の総務課、各消防署で交付します。郵送を希望
される方は、封筒の表に「採用試験申込票請求」
と朱書きし、必ず140円切手を貼り、あて先を明
記した返信用封筒（定形外角形２号：Ａ４サイズ
が入る大きさ）を同封してください。
【問・申】
　〒849-0915　佐賀市兵庫町大字藤木947-2
　佐賀広域消防局　総務課　人事係　☎30・0111
　http://www.chubu.saga.saga.jp/

福祉マンパワー
合同就職面接会

　県内の福祉施設や病院、在宅介護サービス事業
所などで働きたい方のための就職面接会です。
◆日時　７月28日（土）（受付13時～15時）
　　　　13時30分～15時30分
◆場所　佐賀県総合体育館
◆内容　・参加者と参加企業との面接
・福祉に関連する資格や取得方法の相談
・福祉施設における職種や仕事内容の相談
◆参加費　無料、事前申込不要
【問】・佐賀公共職業安定所
　　　��福祉人材コーナー　☎24・4362
　�　�・佐賀県社会福祉協議会　
　　　��福祉人材・研修センター　☎28・3406

災害情報の収集方法ご存知ですか!
◆「小城市防災行政無線」
　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。

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

〈
登
録
の
仕
方
〉

九州電力からのお知らせ
節電にご協力ください

　７月２日（月）から９月７日（金）の平日（８
月13日から15日を除く）次の時間帯では、可能な
範囲での節電にご協力をお願いします。
◆９時〜20時　一昨年から−10％程度
※�気温が高く電力がピークに達する13時～17時の
時間帯に重点的な節電をお願いします。他の時
間帯は生活に支障がない程度。
家庭における取り組み事例
◆エアコンで10％の節電効果（削減率）
・室温28℃を心がける
・�｢すだれ｣ や ｢よしず｣ などで窓からの日差しを
和らげる
◆照明で５％の節電効果（削減率）
　日中は不要な照明を消す
※�経済産業省「夏季の節電メニュー(ご家庭の皆様)」
から抜粋。
【問】九州電力㈱佐賀営業所　☎0120・986・303

台風時の停電に備えましょう !


