
給食センター（発） 江里山 給食センター（着）
 ９：30  ９：50 10：20
10：00 10：20 10：50
10：30 10：50 11：20
11：00 11：20 11：50
11：30 11：50 12：20
12：30 12：50 13：20
13：00 13：20 13：50
13：30 13：50 14：20
14：00 14：20 14：50
14：30 14：50 15：20
15：00 15：20 15：50

― 16：20 16：50
※出発時刻はあくまで予定です。バスが満席になり次第、時間前でも出発します。
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９月23日㈰ ひがん花まつり・
かかしフェスティバル情報

≪ひがん花まつり≫
◆内容　地元農産物、加工品の販売、
　　　　棚田コンサート（13時〜）
◆駐車場　岩松小学校グラウンド

～出展かかし募集中！～
◆搬入受付　９月16日（日）13時〜15時
　　　　　　江里山公民館
◆部門　一般の部・子供の部（中学生以下）
◆展示期間　９月23日（日）〜 30日（日）
【問・申】芦 農林水産課　☎63・8820

第３回リンパ浮
ふ

腫
し ゅ

を学ぶ会

９月11日は「警察相談の日」
悩むより まずは相談 「＃9110」

　リンパ浮腫治療の実践ケア分野で活躍中の講師
を迎えて日常のセルフケアなどの指導があります。
◆日時　9月30日（日）
　　　　10時30分〜15時（開場　10時20分）
◆場所　エスプラッツホール
◆内容　
・10時40分〜　事例発表
・11時〜　　　 リンパ浮腫治療のセルフケア
・13時〜　　　 軽音楽
※12時〜15時　関連商品の展示説明会
◆参加費　500円（要申込）
◆申込方法
　往復はがきに（1）住所（2）氏名（3）年齢（4）
電話番号（5）上・下肢の別（6）医療介護従事者
は職種を記入し、お申し込みください。返信はが
きは当日の受付票になります。
【問・申】〒843-0024　武雄市武雄町大字富岡
　10164-3　NPO法人リンパ浮腫を学ぶ会（高田）
　☎0954・23・5680

　「110番」は事件、事故への緊急通報用です。
緊急通報以外のお困りごとの相談は、警察本部警
察相談室の「☎＃9110」か、「☎26・9110」へご
連絡ください。

Information情報いろいろ

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

三日月特定環境保全公共下水道事業
大寺・戊第1号　管渠布設工事

西岡建設㈱・㈱下村建設・㈱政工務店
㈱大義建設・㈱エグチ・ビルド

㈱中島工務店・岡本建設㈱・㈱久保建設
岡本建設㈱ 64,050,000

(3,050,000)
70,560,000
(3,360,000) 90.77 下水道課

☎63・8827芦刈特定環境保全公共下水道事業
戸崎第2号　管渠布設工事

水田建設㈱・㈱中部ガス
㈲古川建設・㈱豊城建設
㈱城南建設・㈱嶋本建設

服巻建設㈱・㈱エィ・ティ・ジー
㈱江里口造園小城支店

㈱豊城建設 18,648,000
(888,000)

19,635,000
(935,000) 94.97 

(繰越)戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業
小城地区6工区　暗渠排水整備事業 ㈱嶋本建設 21,472,500

(1,022,500)
22,680,000
(1,080,000) 94.68 

農村整備課
☎63・8821

(繰越)戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業
小城地区7工区　暗渠排水整備事業 服巻建設㈱ 13,650,000

(650,000)
14,385,000
(685,000) 94.89 

(繰越)戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業
小城地区8工区・砥川地区2工区　暗渠排水整備事業 ㈱豊城建設 17,052,000

(812,000)
17,955,000
(855,000) 94.97 

小城市小中学校電子黒板等整備事業 西日本電信電話㈱佐賀支店・㈱ソアー
㈱九州テン佐賀営業所

西日本電信電
話㈱佐賀支店

264,600,000
(12,600,000)

264,600,000
(12,600,000) 100.00 学校教育課

☎73・8807

入 札 結 果 の 公 表

※入札結果は、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い合わせください。 【問合せ】芦 �建設課　担当　西田・右近　☎63・8825

（単位：円、％）（７月入札分で予定価格が1,000万円を超えるもの）
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育児サポーター養成講座

　子育てを応援してみようと思われる方、育児サ
ポーターになってみませんか？

◆受講料　無料
◆場所　小城保健福祉センター「桜楽館」
【問・申】小城市子育て相互支援センター
　（小城市社会福祉協議会）　☎73・2700

県営住宅入居予備者の募集

豪雨で被害を受けた方へ

募集

　小城市内の県営住宅の入居予備者を募集します。
※県営住宅条例に定める入居資格が必要です。
◆募集団地　小城団地
◆資料配布　９月３日（月）
◆配布場所　各庁舎総合窓口（若干部数）、
　　　　　　佐賀県営住宅指定管理者佐賀管理室
◆受付期間　９月６日（木）〜12日（水）
※ ９月８日（土）は休みです。９月９日（日）は

受け付けします。
◆受付時間　９時〜18時
※�登録の有効期限は、次回募集に伴う受付開始日

の前日までです。
【問・申】佐賀市城内一丁目６番５号
　（県庁南別館西庁舎2階）佐賀県営住宅
　指定管理者佐賀管理室　☎25・2525

　災害で国税の申告、申請、請求、納税などを期
限までにできない場合は、所轄税務署長へ申請す
ることで、期限の延長や納税の猶予ができる場合
があります。詳しくは、ホームページをご覧にな
るか、最寄りの税務署にお尋ねください。
【問】佐賀税務署　☎32・7511
　福岡国税局ホームページ�
　http://www.nta.go.jp/fukuoka/

平成24年度
第２回危険物取扱者試験

◆試験日時　11月18日（日）
◆試験会場　佐賀大学　本庄キャンパス
◆試験の種類　甲種、乙種（第1類〜第6類）、丙種
◆願書受付期間　

《書面申請の場合》９月20日（木）〜10月５日（金）
《電子申請の場合》９月17日（祝）〜10月２日（火）
※ 電子申請は、（財）消防試験研究センターのホー

ムページ（http://www.shoubo-shiken.or.jp）
をご覧ください。

◆願書請求先
　（財）消防試験研究センター佐賀県支部または、
県内各消防署
【問】・（財）消防試験研究センター佐賀県支部
　　　　☎22・5602
　　��・�小城消防署予防指導課　☎66・1541

第１回 10月３日（水）
10時～12時 子どもの心に寄りそって

第２回 10月３日（水）
13時30分～15時30分 乳幼児の安全法

第３回 10月９日（火）
13時30分～15時30分 小児看護の基礎知識

第４回 10月11日（木）
10時～13時 子どもの栄養と食生活

第５回 10月11日（木）
13時～14時

育児サポーターの
役割と心得

第６回 10月18日（木）
13時30分～14時30分 小城市の子育て支援

第７回 10月18日（木）
15時～17時

病気、病後の託児で
気をつけること

第８回 10月23日（火）
10時～12時 楽しい折り紙あそび

第９回 10月27日（土）
10時～12時

心がかぜをひくとき
〝安心感と自立〟

第10回 10月29日（月）
10時～12時 絵本の読み聞かせ

小城市牛津産業まつり
出演、出店、フリーマーケット参加者募集！

　詳しい内容は、実行委員会事務局へお問い合わ
せください。
【小城市牛津産業まつり開催日：11月11日（日）】
◆募集内容　産業まつり出演、出店、
　　　　　　フリーマーケットへの参加者
◆参加決定　 詳細打合後、実行委員会にて決定し

ます。
◆募集締切　10月３日（水）
【問・申】産業まつり実行委員会事務局
　　　　　（牛津芦刈商工会内）☎66・0222
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ボランティアスタッフを
募集しています！

法務局休日相談所

インターネットの
便利な使い方を教えます！

　「第12回全国障害者芸術・文化祭さが大会」大
会期間中、障害のある方の介助・誘導ができるボ
ランティアスタッフを募集しています。
◆大会期間　11月23日（祝）〜25日（日）
◆�ボランティア内容　イベント会場での声かけや

会場案内、移動の手助けなど。
※大会当日まで複数回の講習を受けていただきます。
【問・申】佐賀県障害福祉課　☎25・7064

　「相続・遺言や抵当権抹消登記」「隣地との筆界」
「戸籍の届出・成年後見」「いじめなどの人権問題」
などのお困りごとをご相談ください。
◆日時　９月23日（日）10時〜16時
◆開設場所・問合せ
◦ほほえみ館
　【問】佐賀地方法務局　総務課　☎26・2149
◦佐賀地方法務局武雄支局
　【問】☎0954・22・2435
◆相談料　無料（予約不要）
※ 当日は各種申請の受け付けや証明書の発行など

はできません。
【問】各開設場所にお問い合わせください。

　インターネットを使った便利な活用方法をお教
えします。パソコンはこちらで準備しますので、
お気軽にご参加ください。
◆内容　インターネットを使った検索、動画閲覧
の方法や生活に役立つネットの活用法、ブログや
Facebookのご紹介など
◆日時　①９月29日（土）13時〜16時
　　　　②９月30日（日）９時30分〜12時30分
◆定員　各回15人
◆場所　小城公民館２階研修室１
◆参加費　700円
【問・申】CSO市民活動センター　ようこそ　
　　　　　☎72・3566（平日10時～17時）
　　　　　☎080・4297・2765（西岡）

石体まつりに
お越しください！

　手作りおはぎを一緒に作ろう！（お１人様１個
無料） 小城の中山間地区のおまつりです。
◆日時　９月23日（日）　10時〜17時
◆会場　小城町石体　農家民宿「ほのか」周辺
◆内容　地元農産物、石体そば、加工品、
　　　　小物の販売
【問・申】農家民宿「ほのか」
　　　　　��☎090・7450・2526（大石）

全国老連創立50周年記念
小城市老連福祉大会

◆日時　９月16日（日）　10時〜16時
◆場所　ドゥイング三日月
◆内容　10時〜　　　 式典（優良老人クラブと老
　　　　　　　　　　　 人クラブ育成功労者の表彰）
　　　　10時50分〜　出前講座
　　　　13時〜　　　 芸能大会
　　　　14時40分〜　県警音楽隊による演奏
【問】小城市老人クラブ連合会�☎66・0862（島松）


