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津の里楽団10周年記念
コンサート

　小城市で活動している津の里楽団が創立10周年
を迎えることができました。親子や兄弟で、小学
生から大人までのメンバーによる楽しいコンサー
トです。ぜひご来場ください。
◆日時　８月12日（日）　14時開演
◆場所　ドゥイング三日月
◆内容　津の里楽団による演奏、平川博近先生の独唱
　　　　マリンバ奏者　香椎愛子先生の演奏　他
◆入場料　無料
【問】牛津公民館　☎63・8813

Information情報いろいろ

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。
※駐車場有り
ココ1F

東城内←

税務署● ●

法務局
吉野家
 ●

〒

ドコモ● ↓
唐
津
駅

←大
手
口

バ
ス
セ
ン
タ
ー

→
松
浦
橋

 ●

医療
センター
 ●

昭和バス
本社

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

ムーンファンタジア
in三日月

◆日時　８月４日（土）
　　　　15時30分～21時（花火大会20時45分～）
◆場所　ドゥイング三日月・ふれあい公園・
　　　　三日月体育館
※�雨天の場合、花火大会は中止となりますが、他
の内容（チャリティーバザーなど）はドゥイン
グ三日月と三日月体育館で実施します。
【問・申】ムーンファンタジアin三日月実行委員会
　　　　　☎090・1082・5374

難病相談のお知らせ

　疾患や治療方法、日常生活のことなどに専門医
が相談に応じます。
◆日程

◆時間　14時～15時30分
◆会場　佐賀中部保健福祉事務所
　　　　（佐賀市八丁畷町1-20）
◆利用料　無料（要予約）　
【問】佐賀中部保健福祉事務所　難病担当　☎30・1673

相談内容 相談日
神経系難病（脊髄小脳変性
症、多系統委縮症等） ８月28日（火）
パーキンソン病関連疾患 ９月13日（木）
膠原病 ９月25日（火）
消化器系（潰瘍性大腸炎等）10月23日（火）
後縦靭帯骨化症 11月13日（火）

ムツゴロウ王国
芦刈夏まつり2012

株式会社まちづくり小城
新株式発行に関するお知らせ

◆日時　８月６日（月）18時～（打上花火�21時～）
◆場所　芦刈海遊ふれあいパーク
　　　　（打上花火会場は芦刈海岸）
※雨天の場合、花火大会は８月10日（金）に延期。
※�各駐車場は収容台数に限りがありますので、乗
り合わせの上、ご来場ください。
【問】ムツゴロウ王国芦刈まちづくりフォーラム
　　　☎080・1788・8053（古賀）

　当社は、平成24年６月25日開催の株主総会にお
いて、以下の通り、新株式発行を行うことを決議
しましたのでお知らせします。
【本資金調達の目的】
　中心市街地の活性化に役立つ集客交流拠点施設
整備事業として、小城公園内の敷地を活用し、小
城市民の交流拠点および小城市の歴史文化ゾーン
の観光ＰＲなどの拠点となる施設『（仮）おもてな
し茶屋』の整備を民間主導で行うため。

◎募集株式の数　2,690万円（予定）
◎払込金額　１株につき金１万円
◆募集方法　一般募集とする。
◆募集期間　７月下旬から２か月程度
【問】おぎ元気館（中村・柿本）☎72・8100
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第42回佐賀県人権･同和教育
研究大会（全体会）のご案内

　大会テーマ『お互いの学びと気づきを大切にし、
人権教育・啓発・まちづくりへの行動を起こして
いこう！　～つながり合い、束ねあいながら、確
かな一歩を～』
◆日時　８月10日（金）14時～16時30分
◆場所　武雄市文化会館大ホール
◆記念講演「不登校、ひきこもり、ニート等、ア
ウトリーチを用いた多面的アプローチ」
講師：NPOスチューデントサポートフェイス（S.S.F.）
（不登校、ひきこもり、非行者、不適応問題を抱え
るこども達や、ニート、フリーターなど若年者の
自立支援に取り組まれています。）
◆参加料　800円（資料代を含む）
【問】佐賀県人権･同和教育研究協議会事務局
　　　☎62・6434
ホームページURL�http://sajinkyo.p1.bindsite.jp「市長と語る会」8月日程表

◆場所　各地区公民館　◆時間　19時30分から

【問】牛 総務課　☎63・8818

日程 地区名

8月

7日 火 柳鶴
8日 水 三ヶ島
９日 木 高柳
21日 火 堀江
22日 水 大戸ケ里
23日 木 深町
27日 月 前満江
29日 水 甲柳原
30日 木 砥川町

人権啓発ポスター作品募集

　入賞者には賞状と副賞、応募者には参加賞があ
ります。たくさんの応募をお待ちしています。
◆対象　市内の中学生
◆題材　人権尊重をテーマとしたもの
◆用紙　４つ切り画用紙（縦横自由）
◆画材　水彩絵具、クレヨン、パステルなど
◆締切り　９月14日(金)
◆提出先　中学校の担任または各庁舎総合窓口
【問】小 小城市社会人権･同和教育推進協議会
　　���（市民課　人権・同和対策室）☎73・8800

電力逼
ひ っ
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による停電時の防火対
策について

　この夏の気温の急上昇で電力需要が逼迫した場
合、計画停電が実施されます。
　その際、電源が必要な消防用設備などが有効に
機能しなくなるなど、防火対策に支障が生じ、事
故などが発生するおそれがあります。
　そのため、防火対象物および危険物施設などの
関係者は、消防用設備などの点検、避難経路の再
確認を行い、防火管理や事故防止対策を徹底する
ようお願いします。
【問】佐賀広域消防局　小城消防署　☎66・1541

平成24年度下水道排水設備
工事責任技術者資格試験

◆試験日　10月10日（水）
◆会場　佐賀市文化会館
◆受験料　5,000円
◆受験案内配布期間　８月1日（水）～24日（金）
◆受付期間　８月８日（水）～８月24日（金）
※�受験申込手続・手数料・試験科目などは、受験
案内をご覧ください。
[試験前講習会の開催]
◆講習日　９月26日（水）
◆会場　佐賀市文化会館　　◆受講料　3,000円
◆テキスト代　�2,500円（受験案内を確認のうえ、

受講者でご購入ください）
【問・申】芦 下水道課　☎63・8827

◆日時　８月３日（金）10時～15時
◆場所　県内各司法書士事務所
◆内容　登記、相続、遺言、会社設立、成年後見、
クレジットサラ金に関する事、簡易裁判所訴訟代
理、その他司法書士が行う業務に関する事
※�月・木の18時～20時は、電話による無料相談を
行っています。無料電話相談　☎29・0635
【問】佐賀県司法書士会　☎29・0626

「司法書士の日」無料法律相談
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平和祈念の黙祷に
ご協力ください

　今年が被爆67周年を迎えるにあたり広島市およ
び長崎市では式典が挙行されます。
　この式典では、全世界に向け「平和宣言」が行
われるとともに、原爆死没者の冥福と恒久平和の
実現を祈念するため、黙祷が捧げられます。市でも、
サイレンの吹鳴（30秒間）を行いますので、皆様
のご理解と、職場やご家庭での黙祷のご協力をお
願いします。
◆実施日時
【原爆犠牲者への追悼】・８月６日（月）８時15分
　　　　　　　　　　・８月９日（木）11時２分
【戦没者への追悼】８月15日（水）12時
【問合せ】三 福祉課　☎73・8825

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業の実施

　旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地
域の住民と友好親善を深めることを目的とした慰
霊友好親善事業の参加者を募集しています。
　詳細はお問い合わせください。
◆対象　先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児
◆実施地域
　中国、マリアナ諸島、東・西部ニューギニア、
ボルネオ・マレー半島、トラック諸島、パラオ諸
島、ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー、台湾・
バシー海峡、インド、ビスマーク諸島、マーシャル・
ギルバート諸島
◆参加費　９万円
【問】�（財）日本遺族会事務局　☎03・3261・5521

小城館 でっかいおはなし会

　人形劇や工作など、楽しいことがいっぱいつまっ
たでっかいおはなし会です。遊びにきてね！
◆日時　８月４日（土）　14時～１時間程度
◆場所　桜城館
◆内容　人形劇、パネルシアター、大きな絵本、工作
【問】小城市民図書館　小城館　☎71・1131

船上からお送りする
「精霊流し」

◆日時　８月15日（水）　17時～
◆場所　芦刈町住ノ江漁港（海遊ふれあいパーク）
◆申込方法
　参加費、乗船料を添えて、連絡先事務局へ申し
込んでください。（印かんをご持参ください）
◆参加費　8,000円
◆乗船料　1,000円／人
※�１世帯５人までとし、２世帯同乗で行います。
　（小学生までは0.5人換算）
◆受付期限
　８月３日（金）（宗派を問わず）
◆定員　先着60人
【問・申】小城市精霊流し実行委員会
　　　　　連絡先事務局
　　　　　（牛津芦刈商工会　長谷川）
　　　　　☎66・0222

牛津分室・芦刈分室
スタンプラリー

　夏休みにたくさん本を借りてプレゼントをもら
おう！！
◆日時　７月18日（水）～９月２日（日）
◆場所　牛津分室、芦刈分室
◆対象　高校生以下
【問】小城市民図書館
　　　　牛津分室　☎63・8813
　　　　芦刈分室　☎63・8833

　日本水難救済会は、毎年、海難救助活動の資金
を確保するため青い羽根募金活動を行い、広く市
民の皆様からのご寄付をお願いしています。
◆募金箱の設置場所
　牛津庁舎入口付近

【問】�佐賀県水難救済会　☎0955・75・7100

青い羽根募金への
協力のお願い


