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さが新規就農希望者
養成講座受講生募集

　新規就農に必要な農業の基礎的な知識や技術が
習得できるよう、講義・実習・先進農家研修を実
施し、地域農業の新たな担い手の確保・育成を図
ります。
◆対象者　�県内での就農に意欲のある65歳以下の方
◆対象品目　こねぎ、アスパラガス、いちごなど
◆定員　各回10人程度　※原則全日程参加。
◆受講料　無料
◆受付期間
　第１回　10月９日（火）～11月９日（金）
　第２回　平成25年１月７日（月）～２月１日（金）
◆開催期日
　第１回　11月26日（月）～30日（金）
　第２回　平成25年２月18日（月）～22日（金）
※詳細はお問い合わせください。
【問・申】佐賀県農業大学校　指導者研修課　
　　　　　☎45・2145

パブリックコメント
（意見募集）の実施予告

第８回小城市さわやか
スポレク祭　参加者募集！

　皆さんのご意見をお寄せください。
◆対象案件および実施期間
　①佐賀中部広域連合広域計画の策定について
　　11月１日（木）～30日（金）
　②地域密着型サービスの基準条例の制定について
　　11月15日（木）～12月17日（月）
◆その他　公表方法など詳細は、広報「さくら」
10月20日号および11月５日号でお知らせします。
【問】佐賀中部広域連合　総務課　☎40・1131

使用済食用油の収集場所変更
（三日月庁舎）

　三日月庁舎改修工事のため、使用済食用油回収
BOX�の場所が変更になりました。
　◦旧）三日月庁舎北自転車置場
　　　　　　　　➡
　◦新）三日月新庁舎　南側駐車場・東側
【問】 小 環境課　☎73・8803

　スポーツの振興、市民間の交流を目的として開
催します。
　お誘いあわせの上、お気軽にご参加ください。
◆期日　11月23日（祝）
◆開始時間　８時30分～
◆開催種目
　○ソフトバレーボール
　　（三日月体育館）
　　・女性の部
　　・男女混成の部
　○フットサル（小城体育センター）
　○グラウンド・ゴルフ（牛津総合公園）
　　※先着250人程度
◆参加費　１人300円
　フットサル（高校生以上）は１人500円
◆申込締切日　11月１日（木）
※�詳細は生涯学習課、各公民館、各町体育館に置
いている要項をご覧ください。

【問】 小 生涯学習課　☎73・8808
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第２回伝統文化
こどもフェスティバル

精神保健「患者・家族講座」
のご案内

≪平成24年度文化遺産を活かした観光振興・地域
活性化事業≫
◆日時　10月20日（土）
　☆華道　13時～17時（体験14時～15時）
　☆茶道　13時～15時（体験のみ）
◆日時　10月21日（日）
　☆華道　10時～16時（体験11時～12時）
　☆茶道　10時～15時（体験12時～14時）
　☆箏

そう

曲
きょく

　13時～14時
　☆舞踊　14時～15時　　　　　　
◆会場　赤れんが館・牛津会館
◆参加団体　華道・茶道・箏曲・舞踊
◆入場料　無料
【問】小城市文化遺産地域活動事業実行委員会
　　　☎090・5089・5909（伊東）

　精神疾患（統合失調症や躁うつ病など）で治療
中の方やご家族を対象に開催します。
◆場所　佐賀中部保健福祉事務所　１階会議室
◆時間　13時30分～15時（受付13時15分～）

・事前に申し込みが必要です。
・１回のみの参加も可能です。
【問・申】佐賀中部保健福祉事務所　
　　　　　担当　精神保健福祉　☎30・1691

第42回佐賀県人権・同和教育
研究大会

小城公民館の改修工事の
お知らせ

　今年は、小城多久地区で開催されます。
◆日時　10月26日（金）９時30分～16時
◆分科会
　第１分科会「行動につながる学びづくり」
　・場所：小城保健福祉センター「桜楽館」
　第２分科会「子ども支援・家庭支援」
　・場所：小城公民館大ホール
　第３分科会「子ども同士をつなぐ仲間づくり」
　・場所：生涯学習センター「ドゥイング三日月」
　第４分科会「豊かな生き方に学ぶ人権･部落問題学習」
　・場所：芦刈地域交流センター「あしぱる」
　第５分科会「市民活動・企業活動交流」
　・場所：多久市中央公民館大ホール
◆参加費　1,500円（資料代含む）
　詳細は、佐賀県人権･同和教育研究協議会ホーム
ページ（http://sajinkyo.p1.bindsite.jp）をご覧
ください。
【問】佐賀県人権・同和教育研究協議会事務局
　　　☎62・6434

◆工事期間　11月12日（月）～12月上旬
　小城公民館は改修工事に伴い、施設利用ができ
ません。詳細は、お問い合わせください。
　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、桜岡支館・岩松支館・晴田支館・三里支
館は通常どおり開館しています。ご利用ください。
【問】小城公民館　☎73・3215

日時 内容 講師
10月�９日（火）・家族の対応の仕方 作業療法士

10月16日（火）
・�地域生活で利用で
きるサービス

・参加者のつどい
精神保健
福祉士
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長崎街道シュガーロード
プレゼントキャンペーン開催中

　食材豊かな秋の訪れにあわせ、公式Facebook
ページにて、銘菓の名称を答えてプレゼントが当
たるキャンペーンを開催しています。
◆期限　12月10日（月）18時まで

　参加方法は公式ホームページ
　http://sugar-road.net/�をご覧ください。
【問】シュガーロード連絡協議会事務局
　　　長崎市商業振興課　☎095・829・1150

がってん福祉・介護講座

　福祉に関心を持つ方へ、福祉・介護サービスの
重要性や、市民参加の必要性の理解を深めるため
に開催します。
◆日時　10月15日（月）、16日（火）10時～16時
◆場所　ほほえみ館
◆定員　先着30人
◆受講料　無料（要予約）
【問・申】公益社団法人佐賀県社会福祉士会
　　　　　☎36・5833

都 市 名 期　　間
平 戸 市 10月�１日～10月10日
嬉 野 市 10月11日～10月20日
武 雄 市 10月21日～10月31日
小 城 市 11月 １日～11月10日
佐 賀 市 11月11日～11月20日
飯 塚 市 11月21日～11月30日
北九州市 12月�１日～12月10日

個別予防接種を受けることが
できる市内医療機関の変更

　４月に各世帯に配布している『子どもの健康カ
レンダー』の医療機関に、一部変更がありました
のでお知らせします。

〈 ○予約無　◎要予約　×受けられない 〉

【問】 三 健康増進課　☎73・8822

8020達成者（80歳以上で20本以
上の残存歯数のある方）を募集！

◆対象者　小城町、三日月町在住の80歳以上（昭
和８年３月31日までにお生まれの方）で、残存歯
数20本以上の方　
◆応募および事前審査・登録　
　小城多久歯科医師会会員の歯科医院へ申し込み、
事前審査(無料)を受けてください。
※�歯科医師会会員の歯科医院は、下記までお問い
合わせください。
◆募集期限　10月26日（金）
◆表彰
　8020達成者と認定された方は、「牛津産業まつ
り」会場にて「8020認定証」と記念品を贈呈します。
◆主催　小城・多久歯科医師会
【問・申】 三 健康増進課　☎73・8822

医療機関名 電話番号
三混（DPT） 高齢者

インフルエンザ３歳未満 ３歳以上
はやしだ耳鼻咽喉科 72・8741 × × ◎

村岡内科医院 66・3750 ○ ○ ◎

合同巡回労働相談会のご案内特別労働
相談週間

　10月の第３週を「特別労働相談週間」と位置づけ、
相談会を開催します。

【問】佐賀県　雇用労働課　☎25・7100

開催日時 会場
10月14日（日）
10時～16時

唐津商工会議所（唐津商工会館内）
鳥栖市役所

10月20日（土）
10時～16時

伊万里市民センター
武雄市文化会館
鹿島市民会館

来年４月に小学校へ入学するお子
さんの健康診断が始まります！

◆受付時間　13時　◆健診開始　13時30分
　※日程などの詳細は、個別通知でご確認ください。

【問】 小 学校教育課　☎73・8807

学校名 会場 実施日
桜岡小学校 桜楽館 10月22日（月）三里小学校
晴田小学校 桜楽館 10月23日（火）岩松小学校
三日月小学校 ドゥイング三日月 11月15日（木）
牛津小学校 牛津公民館 10月30日（火）砥川小学校
芦刈小学校 ひまわり 11月�９日（金）
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第62回シャンシャン祭

◆日時　10月21日（日）９時～16時30分
◆内容・場所
≪本町通り≫
・小城中吹奏学部パレード、御神興（９：30～）
・道行き～総おどり～（13：30～）ほか
≪メイン会場≫
・各団体による出し物（11：00～）
・ビンゴゲーム（15：30～）
(注)全面通行止　８：30～17：00
（小城駅前～小城下町交差点）
【問】シャンシャン祭実行委員会
　　　☎72・3625（青柳）

秋の「石工の里ふれあいウォー
キング」＆撮影会参加者募集！

　当会10周年記念イベントとして、砥川一帯の石
仏・石造物のある自然を散策する恒例のウォーキン
グと、石仏・石造物写真コンテストに向けた撮影会
を同時開催します。心地よい汗をかきませんか？
◆日時　10月20日（土）��９時～16時
◆集合場所　永福寺（牛津町寺町）
◆受付　当日受付
　　　（事前予約不要。弁当は当日注文受付可）
◆参加費　500円（保険＋資料代含む）
◆コース　永福寺(座禅体験)～八幡神社～谷公民館
周辺～常福寺（昼食）～仏舎利塔～空山観音～両
新村彦山権現～谷彦山権現～熊野権現社～永福寺
【問・申】うしづ石工の里を未来に伝える会
　　　　　☎090・9492・6629（大橋）

普茶料理食事会を開催！

　普茶料理とは江戸時代初期に中国から伝来した
黄
おう

檗
ばく

宗
しゅう

と共に伝わった精進料理です。
◆日時　11月17日（土）12時～
◆場所　小城公民館�晴田支館
◆食事券　4,000円（お一人）
◆食事券の販売　　
　11月１日（木）８時30分～（先着60人）
【問・申】（社）小城市観光協会　☎72・7423

読
ん
で
当
て
よ
う
！

ハガキまたはＥメールに、クイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号と「読者のひとこと」を必ず添えて、
10月 19日（金）（当日必着）までに、ご応募ください。（１人につき１通）
【応募先】〒849-0302　牛津町柿樋瀬 1100番地 1　小城市総務課秘書広報係　《Eメール》kouhou@city.ogi. lg.jp

応
募
方
法

今号の「広報さくら」を読んで、次の○○に入る言葉をお答えください。

すみずみまで
読んでみてね！

問題

プレゼント商品
くんち祭の時に奉納される浮立には、二つの意味が
あります。「神様への感謝」と「神様への○○」です。
スポーツの振興、市民間の交流を目的
とした「小城市さわやか○○○○祭」
の参加者を募集します。

1

2
★クリアファイル   【5名様】
★むら雲堂のようかん
　（お 1人様 1本）【5名様】

※当選者の発表は、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。
※個人情報の取り扱いについて
　お寄せいただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただき、この目的以外に使用することは一切ありません。

さい

ご応募お待ち
してるでござる

第36回さが矯正展の開催

　パネルでの「刑務官や受刑者の１日」「刑務作業」
の紹介や作業製品の展示・販売。陶器の絵付け体
験や木工教室などを行います。
◆日時　10月21日（日）　９時30分～16時
◆場所　佐賀少年刑務所庁舎前
【問】佐賀少年刑務所　☎24・3291


