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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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図書館三日月館　
クリスマス会

　たのしい人形劇や、すてきな音楽がいっぱい！
サンタさんもやってきますよ！
　ぜひ遊びにきてくださいね。
◆日時　12月８日（土）　14時～15時
◆場所　ドゥイング三日月　大ホール
◆共催　グループ「三日月」21
【問】小城市民図書館　三日月館　☎72・4946

平成25年度　償却資産の
申告をお願いします

　平成25年１月１日現在、事業経営（製造業、
建設業、サービス業、農業などの事業）や、アパー
トなどの貸付を行い、その事業のために使用して
いる償却資産（機械、工具、器具、備品、構築物
など）を所有している個人や法人は、償却資産の
申告をしなければなりません。
　12月中旬に、申告書を発送しますので、期限
までに申告をしてください。
　申告書が届いていない方、新たに申告の必要が
ある方、また平成24年１月１日以前から償却資
産を所有していて申告をしていない方は、税務課
固定資産係まで至急ご連絡ください。
◆提出期限　平成25年１月31日（木）
≪持参の場合≫
　小 税務課、各庁舎総合窓口
≪郵送の場合≫
　〒845-8501　小城市小城町253番地21
　小城市税務課　固定資産係宛
【問】小 税務課　☎73・8801

平成25年４月１日から新しい
佐賀広域消防局がスタート！

◆新しい佐賀広域消防局とは
　佐賀中部広域連合管内（佐賀
市、多久市、小城市、神埼市、吉
野ヶ里町）の、佐賀広域消防局と
神埼地区消防本部が統合し、新し
い佐賀広域消防局になります。
◆広域化による効果！
・�本部業務の集約により、現場活動要員の充実を図
ります！
・�庁舎や車両等を整備し、効果的な消防力の強化を
図ります！
・�これまで管轄の違いで出動できなかった災害に、
近くの消防署から出動します！
・�大規模災害時に、初めから必要な消防車や救急車
の出動が可能になります！
・多久市と吉野ヶ里町に出張所を新設します！
【問】佐賀中部広域連合内常備消防広域化検討委員会事務局
　（佐賀広域消防局 総務課内）☎33・6763

佐賀広域消防局

神埼地区消防本部

（新）佐賀広域消防局

定住奨励金の申請は
お済みですか？？

　平成24年４月以降に転入または転居の届出を
された方で、下記の奨励金に該当する方は、早め
に企画課まで相談をお願いします。
※�奨励金交付にあたっては、様々な要件がありま
すので、該当しない場合があります。
　申請期限は、転入または転居の届出をされた日
から90日以内です。
①定住奨励金
　市外に３年以上居住されていた方が、市内に住宅
(66㎡以上)を建築または購入して居住された場合
②持家奨励金
　市内の借家等に居住されていた方が、小城町三
里校区、牛津町砥川校区、芦刈校区に住宅(66㎡
以上)を建築または購入して居住された場合
③三世代同居奨励金
　３年以上一世代または二世代で市内に居住され
た方が、新たに三世代同居を始められた場合
【問・申】牛 企画課　☎63・8803
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ＰＣネット小城主催
年賀状作成講座

　インターネットを使った年賀状の作成講座です。
作成したデータの持ち帰りもできます。
（USBメモリをご持参ください。)
※パソコンはこちらで準備します。
◆日時　・午後コース：12月13日（木）13時～16時
　　　　・午前コース：12月14日（金）
　　　　　９時30分～12時30分
◆定員　各20人（先着順）
◆場所　おぎ元気館
◆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）

佐賀にわか座長大会

◆日時　12月９日（日）14時開演
◆場所　牛津赤れんが館
◆木戸銭（入場料）　500円
◆ 出演者　牛津仁○加倶楽部、はっぴぃ♡かむか
む、晴久一座、きんちゃん一座

◆チケット販売先
・牛津赤れんが会
・牛津赤れんが館管理人室
※小城市役所文化課　高度芸術鑑賞委託事業
【問】牛津赤れんが会事務局　
　　　☎090・3418・5866

木造住宅見学会

　貸切バスに乗って、佐賀市周辺の木造住宅４か
所を見学します。
◆日時� 12月16日（日）13時～17時
◆集合場所　
��「どんどんどんの森」内「アバンセ」北側駐車場
◆見学場所　佐賀市周辺　
◆定員　50人（先着順）
◆申込期限　12月５日（水）
◆参加費　無料
◆申込方法　住所、氏名、参加人数、連絡先を電話、
ファクス、Eメールでお申し込みください。

【問・申】佐賀県　武雄農林事務所林務課
　☎0954・23・5113　FAX0954・22・4584
　E-mail takeonourin@pref.saga.lg.jp 無料ＨＩＶ検査のご案内

　12月１日は世界エイズデーです。
◆日時　�12月１日（土）13時～16時
�������������12月３日（月）17時～20時
　　　　12月４日（火）９時～20時
◆場所　佐賀中部保健福祉事務所
◆検査内容　血液検査
◆費用　無料（予約不要・匿名）
※�感染直後は正しい結果が出ません。検査は思い
当たる日から３か月経ってから受けてください。

【問】佐賀中部保健福祉事務所　☎30・3622

気功教室（小城）の
参加者を募集します

　みんなで無理なくゆっくりと気功を楽しんでい
ます。お気軽にご参加ください。
◆日時　毎週水曜日　13時30分～14時30分
◆場所　小城体育センター
◆会費　月1,200円
【問・申】☎72・3712（永池）

小城万彩　いろいろ食べくら
べセット　販売中！

　小城市観光協会のショッピングサイト『小城万
彩』オリジナルの食べくらべセットを、今年も販
売しています！『小城万彩』取り扱い羊羹店・９
店舗自慢の小城羊羹を詰め合わせた人気の商品が、
今年はさらにお求め易い価格になりました。
　注文数100セットになり次第終了となりますの
で、お早めにお申し込みください！
◆販売期間　11月14日（水）～�
◆販売価格　2,980円
◆販売数　限定100セット
◆商品発送　12月14日（金）～
【問】(社)小城市観光協会　72・7423
　http://www.ogi-kankou.com/netshop/
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放送大学４月入学生募集

　放送大学は、テレビなどの放送やインターネッ
トで授業を行う通信制の大学です。働きながら学
んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、
様々な目的で、幅広い世代の方が学んでいます。
◆募集学生の種類
≪教養学部≫
科目履修生（６か月在学し、希望する科目を履修）
選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修）
全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す）
≪大学院≫
修士科目生（６か月在学し、希望する科目を履修）
修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修）
◆出願期間
　12月１日（土）～平成25年２月28日（木）　
※インターネット出願受付中。
◆資料請求　無料
【問】・放送大学佐賀学習センター
　　　 ☎22・3308
　　  ・放送大学ホームページ
　　  　http://www.ouj.ac.jp

小城市文化連盟三日月支部参加５周年記念
小城邦楽会演奏会「邦楽の調べ」

　「春の海」「東風夜曲」などの邦楽鑑賞曲、童謡、
唱歌など、なじみ深い曲を演奏します！ぜひ、お
越しください。
◆日時　12月２日（日）
������������開場13時～／開演13時30分
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール　
◆入場料　無料
【問】小城邦楽会　☎72・2768（太田）

アルミ缶の回収を行います
～限りある資源を活かしましょう～

　アルミ缶の重さにより代金を支払います。
◆日時　12月８日（土）９時～11時
◆場所　小城庁舎　玄関前
☆注意事項☆
　・スチール缶は、回収しません。
　・個人、団体とも受け付けます。
　・�缶は洗ってよく水切りをし、軽くつぶして透
明な袋に入れてお持ちください。

【問】小城町消費者グループ　☎72・5211（東島）

スキルアップセミナー 
「冬を乗り切るアロマ教室」

◆日時　①12月11日（火）②12月18日（火）
　　　　両日とも13時30分～15時
◆場所　牛津公民館２階　第２研修室
◆講師　宮

みや

近
ちか

　由
ゆ

紀
き

子
こ

さん
　　　（英国I.T.E.C.認定アロマセラピスト）
◆定員　30人程度（先着順）　※託児あります
◆内容　①「アロマテラピーでストレス解消」　
　　　　　　ルームスプレー作り
　　　　②「絆を深めるタッチセラピー」
　　　　　　�トリートメントオイル作り＆
　　　　　　ハンドマッサージ
◆参加費　１回につき500円（材料代）
◆対象　小城市内在住の方ならどなたでも　
◆申込期限　12月５日（水）17時
【問・申】牛津公民館　☎63・8813

佐賀中部広域連合
嘱託職員募集

◆業務内容
　介護サービス事業所の訪問調査、指導など
◆募集人員　１人
◆雇用期間　平成25年１月１日～平成25年３月31日
　※２か月間は、試用期間。
　　勤務成績が良好な場合は、雇用期間を更新。
◆応募条件　�介護支援専門員の資格、普通自動車

運転免許取得者。パソコンが実務レ
ベルで使用できる方。

◆勤務形態　月～金曜日（勤務時間９時から17時）
◆報酬　月額197,000円
◆応募方法　�履歴書（顔写真貼付）と資格等証明（写

し）を郵送または持参。
◆選考方法　面接および文書作成試験
※詳細は、後日連絡。
◆応募締切　12月14日（金）必着
【問・申】〒840-0831　佐賀市松原四丁目２番28号
　佐賀中部広域連合　総務課　☎40・1131
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広報「さくら」に掲載する広告を
募集します

◆発行部数　15,350部
◆募集枠数　５日号：２枠～３枠／20日号：４枠～５枠
◆掲載規格（縦×横）・掲載料
　・全枠：4.5ｃｍ×17.5ｃｍ　20,000円　
　・半枠：4.5ｃｍ×8.5ｃｍ　��10,000円
◆掲載期間　１回～最大６回まで
◆申込方法　
　申請書に記入し、掲載内容の分かるものを添付して、
発行40日前までに総務課へ提出してください。詳細はお尋ねください。
※申請書はホームページからダウンロードすることができます。
【問・申】牛  総務課　☎63・8818

教育委員の任命・
教育委員長の選任

　教育委員として小城市教育の振興・発展にご尽
力いただいた江

え

島
じま

紀
のり

行
ゆき

教育委員長が辞職されまし
た。後任として、平成24年９月議会の同意を得て、
10月１日付で上

うえ

野
の

保
やす

明
あき

さん（三日月町）が新教育
委員として任命されました。

　また、同日の臨時教育委員会で、教育委員長に
山
やま

﨑
さき

良
りょう

允
すけ

委員が選任されました。
【問】小 教育総務課　☎73・8806

◆任期　平成24年10月１日から
　　　　平成27年５月15日まで

上野保明教育委員▶

環境講演会
「生ごみは宝ものパート２」

　ごみの３～４割を占める「生ごみ」は水分を含
んでいるため、燃やすのに、石油もお金もかかり
ます。さらに、CO2を出し、地球温暖化の原因と
もなっています。
　今回はこの生ごみが「宝物」になるお話です。
　皆さんご参加ください。
◆日時　12月２日（日）10時～12時
◆場所　牛津保健福祉センター「アイル」
◆内容　�農学博士　染谷孝教授
　　　（佐賀大学農学部土壌微生物学）
◆入場料　無料
【問】小城市環境を考える会　☎73・4400（津上）

司法書士による
成年後見制度 入門講座

◆日時　12月２日（日）10時30分～16時30分
◆場所　アバンセ　第２研修室A
◆受講料　無料
◆受講内容
　○成年後見制度、仕事の内容、介護保険について
　○認知症・精神障がいについて
　○後見人としての心構え　など
◆申込方法　電話による受け付け
【問・申】 （公社）成年後見センター・リーガルサポー

ト佐賀支部　☎29・0626

列車運休のお知らせ

　JR唐津線では、山本～久保田間で線路修繕工事
を行います。これに伴い、工事時間帯の西唐津・
唐津～佐賀間の列車が運休となりますので、ご注
意ください。
◆工事期間　12月５日（水）９時30分～15時頃
　なお、同区間のバスおよびタクシーによる代行
輸送は実施しません。
　お客さまには大変ご迷惑をおかけしますが、予
めご了承ください。
【問】JR九州唐津鉄道事業部　☎0955・75・0382


