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海苔乾燥機操作及びその補助・海苔検査補助作業員

連絡先　佐賀県有明海漁業協同組合　芦刈支所　　☎0952-66-1225（担当：北村）

【募集人数】若干名
【勤務時間】①海苔乾燥　夜勤・深夜作業あり
　　　　　　　　　　　  （２～３交代制）
　　　　　　②海苔検査　８：30～17：30

【加入保険等】傷害保険あり
【雇用期間】平成24年11月～平成25年２月
　　　　　（生産状況で３月までの延長あり）
【勤  務  地】芦刈町内漁協施設

有
料
広
告

Information情報いろいろ

パブリックコメント
（意見募集）を行います

　「地域主権改革」により、これまで国で定めら
れていた様々な基準を市で定めることになりまし
た。平成24年12月議会に関係条例を小城市議会へ
提出する予定です。
　これらの条例（案）に対する皆さんのご意見を
募集します。いただいたご意見はホームページに
掲載します。
◆条例案公表先　市ホームページ、各庁舎
◆募集期間　10月１日（月）〜31日（水）
◆基準一覧（平成24年８月９日現在）
※案件は変更する場合があります。
◦公営住宅の整備基準・入居者に関する基準
◦道路の構造基準　　　　　　◦道路標識の寸法
◦河川管理施設の構造基準
◦下水道・都市下水路の構造の基準
◦都市公園の配置・規模基準　◦公園施設の基準
◦水道布設工事監督者の資格

など
◆申込方法
　氏名、住所を記入し、郵送、FAXもしくはEメー
ルで「各案件の担当課」または「小城市役所総務課」
まで提出または持参してください。
【問】〒849−0302 
　小城市牛津町柿樋瀬1100番地1 　
　小城市役所総務課（地域主権改革担当） 　 　
　☎63・8818　FAX63・8808 
　Eメール　soumu@city.ogi.lg.jp

書聖・中林梧竹
没後100年記念展示

　2013年は、書聖・中林梧竹の没後100年にあ
たります。今年の12月15日〜平成25年１月20日
まで【書聖・中林梧竹没後100年記念事業特別展】
が桜城館などで開催されます。
　没後100年を前に中林梧竹について知っていた
だくため、図書館でも書聖・中林梧竹の記念の展
示をします。ご来館をお待ちしています。
◆日時　10月12日（金）〜
◆場所　・小城館（桜城館内）郷土コーナー
　　　　・三日月館（ドゥイング三日月内）　　
　　　　　郷土コーナー
【問】小城市民図書館　小城館　　☎71・1131
　　   　　　　　　　　三日月館　☎72・4946

交通死亡事故を防ぐため
「反射タスキ」を無料配布！

　例年、日没時間が早くなる10月から年末にかけ
て、薄暮時・夜間の交通事故が多くなってきます。
　特に、夜間の交通事故で歩行中に亡くなられた
方は、黒っぽい服装で反射材など目立つものを身
につけられておらず、車の運転手から発見が遅れ
て被害にあわれています。
　散歩などで外出される際には、「反射タスキ」を
ぜひ身につけてください。
◆配布期間　９月21日（金）〜
◆配布数　1,000本（※無くなり次第終了）
◆対象者　�県内在住で、夜間・早朝時の外出の際

に確実に着用できる方。
◆配布場所　アバンセ３階　くらしの安全安心課
　　　　　（佐賀市天神三丁目２-11）
【問】佐賀県くらしの安全安心課　☎25・7060
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スキルアップセミナー 
「初心者ゴルフ教室」

国の助成を受けられる
「中退共」で退職金準備

◆期日　①10月15日（月）
　　　　②10月22日（月）
　　　　③10月29日（月）
◆時間　19時〜21時　※18時30分から受付開始
◆場所　イーグルゴルフガーデン
　　　　（小城市牛津町下砥川871）　　　　
◆講師　小池　正一さん（PGAティーチングプロ）
◆内容　①クラブの握り方・構え方（基礎編）
　　　　②ドライバーのスイング　（基礎編）
　　　　③個別のスイングチェック（応用編）
◆持ってくるもの　運動靴、タオル
※ゴルフクラブは無料で貸し出しあり
◆参加費　１回につき940円（ボール使用料）
◆対象者　市内在住の成人の方　
◆定員　15人（先着順）　
◆申込期限　10月10日（水）　17時まで
【問・申】牛津公民館　☎63・8813

　中退共は国の制度だから安心・確実です！
◆ 新規加入や掛金月額を増額する場合、掛金の一部

を国が助成します。
◆社外積立で、管理も簡単です。
◆パートさんも家族従業員もご加入いただけます。
※詳しくは、ホームページから「中退共」で検索！
【問】独立行政法人勤労者退職金共済機構
　中小企業退職金共済事業本部　
　☎03・6907・1234

図書館 小城館は特別整理期
間のため休館します

無料調停相談会

法の日
無料法律相談会

◆休館期間　10月２日（火）〜10月11日（木）
　この期間は、蔵書点検や書架の整理などを行
います。そのため、期間中は、貸出・予約・各
種お問い合わせは受け付けできません。
　小城館への返却は「返却ポスト」（正面玄関入
口の右手）に入れていただくか、三日月館また
は各分室へお願いします。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を
お願いします。
　なお、三日月館・牛津分室・芦刈分室は通常
どおり開館しています。ご利用ください。
【問】小城市民図書館　小城館　☎71・1131

◆日時　10月13日（土）10時〜15時
◆会場　佐賀市民会館
　　　（佐賀市水ヶ江1丁目2-20）
◆相談内容
・�民事関係：多重債務、交通事故、土地・建物
の売買・賃貸借、近隣のトラブルなど
・ 家事関係：離婚、養育費、夫婦・親子関係、扶養、
遺産分割、親族関係など
※予約は不要。
【問】佐賀調停協会　☎23・3161

　佐賀県司法書士会では「法の日」にちなんで
無料法律相談会を開催します。
◆実施期間
　10月１日（月）〜５日（金）10時〜15時
◆相談場所　県内各司法書士事務所
※各司法書士事務所へ予約してください。
◆相談内容　�登記、相続、会社設立、成年後見、

クレジット・サラ金に関することなど
◆参加費　無料
【問】佐賀県司法書士会　☎29・0626

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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平成25年度　
佐賀県農業大学校学生募集

◆募集課程・募集定員　
《本科（2年制・定員：50人）全寮制》

※�野菜複合専攻は、露地野菜コース（10人）と施
設野菜コース（10人）に分かれます。

《専科（1年制・定員：若干名）全寮制》

◆応募資格　
　高等学校卒業者（または高等学校卒業者と同等
以上の学力を有する方）および、平成25年3月高
等学校卒業見込の方
◆試験日　
・推薦入試　11月２日（金）
・一般入試　平成25年２月４日（月）
◆願書受付　
・推薦入試　10月９日（火）〜24日（水）
・一般入試　平成25年１月９日（水）〜23日（水）
【問・申】佐賀県農業大学校養成部
　☎45・2144

はじめての
スマートフォン講座

スマートフォンのアプリを使ってみよう！
◇天気予報　 ◇ニュース　
◇サイト閲覧
◆日時　10月14日（日）14時〜16時
◆場所　「アイル」集団指導室
◆定員　20人（先着順）
【問・申】CSO市民活動センター「ようこそ」
　☎72・3566　☎080・4297・2765（西岡）

屋外広告物の許可は
受けられましたか？

　佐賀県屋外広告物条例が改正されました。ご注
意ください。
◆平成22年４月以前に適法に設置されていた屋外
広告物は、平成25年３月末までに再度許可を受け
る必要があります。
◆佐賀県全域が規制の対象（禁止区域を除く）に
なったため、新設の際は許可が必要です。
◆新たに自家用広告物（小規模のものを除く）の
表示にも知事の許可が必要となります。
※自家用広告物とは・・・
　自己の店舗や事業所などの敷地内に、店名や営
業内容などを表示する広告物のことです。
　小城市内の許可申請の受付窓口は佐賀土木事務
所管理課（☎24・4346）です。
　詳しくはお問い合わせください。
【問】佐賀県まちづくり推進課　☎25・7326

課程 専攻 定員（人）

農産園芸課程
野菜複合 20
花き複合 10
果樹複合 10

畜産課程 10

課程 専攻 定員（人）

農産園芸課程
野菜複合

若干名
花き複合
果樹複合

畜産課程

民事・家事模擬調停
―調停制度90周年記念行事―

◆日時　10月29日（月）13時30分〜15時30分
◆場所　佐賀地方裁判所会議室
◆内容　�民事・家事の模擬調停、
　　　　庁舎見学（希望者のみ）
◆応募締切　10月15日（月）
◆募集人数　40人程度（先着順）
【問・申】佐賀地方・家庭裁判所　総務課
　　　　　 ☎23・3161

カウンセリングをもっと身近に
（個別無料相談会）

　話をすることは自分を整理することに繋がりま
す。世間の常識ではなく、まずは、あなたが楽に
なれるように話してください。
◆日時　10月14日（日）13時〜17時　※要予約
◆場所　アバンセ（どんどんどんの森）
【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

佐農大 で検索！
市のホームページから
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うしづ石工の里
「石仏・石造物写真コンテスト」

市長と語る会

　当会設立10周年記念イベントとして、写真コン
テストを開催します。ぜひ応募ください。
◆募集期間　10月15日（月）〜11月15日（木）
◆テーマ　�牛津町内（牛津・砥川両地区）にある

石仏・石造物と地域に住む人々の暮ら
し

◆規格　�フィルムカメラ（白黒・リバーサル・カラー
ネガ）、デジタルカメラで撮影した未発表
作品。サイズはA４版、六つ切・四つ切（ワ
イド含む）。

◆賞　10点程度（総額７万円相当の賞品を用意）
◆提出方法　所定の応募用紙に必要事項を記入し、
プリントの裏に貼り付けて送付または提出。チラ
シ、応募用紙は、各公民館に置いています。
【問・申】〒849-0306　小城市牛津町勝1324-1
　牛津公民館　石仏・石造物写真コンテスト係
　うしづ石工の里を未来に伝える会
　☎090・9492・6629（大橋）

　市長と語る会を開催します。ぜひご参加ください。

※場所は、各地区公民館で行います。
　時間は19時からです。
【問】 牛 総務課　☎63・8818

秋の交通安全県民運動　
9月30日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」
を運動のスローガンに９月21日（金）〜30日（日）
までの10日間「秋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て、

◆ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交
通事故防止（特に、反射材用品等の着用の推
進および自転車前照灯の点灯の徹底）

◆ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底

◆ 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。
　一人ひとりが交通事故の防止に心がけましょう。

夕暮れ時の早めのライト（前照灯）点灯運動
　秋から年末は、夕暮れから日没までの時間が急
速に早まり、道路での交通の危険が高まり交通事
故が増加する傾向となっています。
　早めにライト（前照灯）を点灯
し、自動車、歩行者、自転車が互
いに注意喚起を促して交通事故防
止に取り組みましょう。

　◆期間　10月１日（月）〜12月31日（月）
　◆ライト（前照灯）の点灯時間　17時〜
　◆点灯要領　ライトは上向きが原則
　　※�対象車両がある時は下向きに！

【問】 牛 総務課　☎63・8818

語る会実施日 地　区
10月�１日 月 金田
10月�３日 水 谷
10月�４日 木 江口
10月10日 水 内砥川
10月12日 金 立石
10月15日 月 寺町
10月16日 火 江利
10月22日 月 蒲原
10月24日 水 五条
10月25日 木 牛津永田
10月26日 金 樋口
10月29日 月 初田
10月31日 水 大寺

は
い
！

わ
か
り
ま
し
た
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河川パトロールを
ご存じでしょうか？

　週２回、六角川・牛津川をオレンジ色の車でパ
トロールしています。

《パトロールの目的！》
１、 違法行為（不法投棄・不法取水・不法占用）

の発見
２、 堤防や施設の維持状況（護岸のひび割れ、河

岸の浸食）の確認
３、 河川空間の利用状況（釣り、施設の安全利用）

の確認
４、自然環境の状況の把握（特定外来種、渡り鳥）
　もし、六角川・牛津川でお気づきのことがあり
ましたら、河川パトロール車の巡視員または、下
記問い合わせ先までご連絡ください。
【問】武雄河川事務所牛津出張所
　　　☎66・0315

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会

　不動産の価格、不動産の取引、不動産に関する
法律など各分野のベテラン担当者が会場に待機し
ていますので、お気軽にご相談ください。
◆日時　10月12日（金）　10時〜15時
◆場所
　・佐賀市：アイスクエアビル　４階小会議室
　・唐津市：唐津市役所　２階第２会議室
　・鳥栖市：鳥栖市役所　１階第１会議室
【問】（社）佐賀県不動産鑑定士協会
　　　☎28・3777

手続きはお済みですか？

　８月中に受け付けを行いましたが、『児童扶養手
当の現況届』『ひとり親家庭等医療費助成資格更新
申請書』を、まだ提出されていない方は、必要書
類を確認し、至急提出をお願いします。
　提出がない場合、児童扶養手当は差し止めにな
り、また、医療費も助成できなくなりますので、
ご注意ください。
◆受付場所　小城庁舎２階　こども課
【問】 小 こども課　☎73・8821

サガン鳥栖を応援に行こう！

　格安観戦チケットをゲットしよう！
◆対象試合　10月20日（土）　15時キックオフ
　対戦相手：名古屋グランパス
　試合会場：佐賀県陸上競技場

◆配布場所　小 生涯学習課または各町の公民館
◆受付時間　８時30分〜17時15分（土日祝日除く）
◆配布枚数　大人：250人
　　　　　　子ども（小中高）：200人
◆配布期間　10月１日（月）〜なくなり次第終了。
◆チケット代
　優待価格でチケットをお渡しします。
　通常価格（Ｂ自由席）　優待価格
　大　人　2,500円　→　1,000円
　子ども　1,500円　→　　700円
※�電話での受け付け（予約）はいたしません。
※交通手段は各自での対応となります。
※配布対象は市内在住の方に限らせていただきます。
【問】 小 生涯学習課　☎73・8808

血液製剤によりＣ型肝炎ウィ
ルスに感染された方へ

　出産や手術における大量出血などの際に、特定
の血液製剤を投与されたことで、Ｃ型肝炎ウィル
スに感染された方に、給付金を支給する仕組みが
あります。詳しくは、厚生労働省ホームページを
ご覧ください。
◆請求期限　平成25年１月15日（火）
【問】厚生労働省相談窓口　9時30分～18時　
　☎0120・509・002　 http://www.mhlw.go.jp

SAGANDREAMS�CO.,LTD


