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定住奨励金の申請は
お済みですか？？

　平成25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
企画課までご相談ください。
※�奨励金交付には、さまざまな要件があるため、
該当しない場合があります。

◆申請期限　転入または転居の届出をした日から
90日以内または、その年度の３月31日のうち早
い日まで。

①定住奨励金　市外に３年以上居住されている方
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る方
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ている方が、新たに三世代
同居を始められる場合

【問】企画課（西館２階）　☎37・611５　　　

悩みごとは小城市民
一日合同行政相談へ

　毎日の暮らしの中で、困っていることはありま
せんか？各種相談窓口が市役所に集まって一日合
同行政相談所を開設します。
◆日時　７月23日（火）10時～15時
◆場所　小城市役所　大会議室（西館２階）
◆相談　無料（先着順）
◆相談時間　１人概ね30分以内

相談内容（例） 参加機関（予定）

法律相談 佐賀県弁護士会

年金相談 佐賀年金事務所

健康保険 全国健康保険協会
佐賀支部

登記・戸籍 佐賀地方法務局

相続問題 佐賀県司法書士会

いじめ・虐待問題 人権擁護委員

消費生活相談 消費生活相談員

住宅相談 建築士

生活上の困りごと 民生児童委員

心配ごと相談 小城市社会福祉協議会

行政全般 佐賀行政評価事務所・
行政相談委員

県政全般 佐賀県

市政全般 小城市

【問】総務課（西館２階）　　　　☎37・6112
　　　総務省佐賀行政評価事務所　☎22・26５1

Information情報いろいろ

節電へのご協力を
お願いします

◆期間　７月１日（月）～９月30
　　　　日（月）の平日（８月13日～15日を除く）
◆時間帯　９時～20時
※�特に気温が高く電力使用がピークに達する時間帯
（平日13時～1７時）は、生活や健康に支障のない
範囲で可能な限り、節電にご協力をお願いします。

【問】九州電力㈱佐賀営業所　☎0120・986・303
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伝統文化親子体験教室
の参加者募集

　市内に住む子ども達が親とともに地域の伝統文
化を体験し、心身の成長を目的とする教室です。
※�この教室は、地域の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化事業で文化庁から補助金をもらっ
て開催しています。

◆参加費　無料（材料は実費）

◆いけばな池坊天山親子体験教室
　（小城文化センター）
・日時　毎月第１土・日曜　９時～12時
◆いけばな池坊あしず川親子体験教室
　（小城市牛津会館）
・日時　毎月第１土・日曜　９時～12時
◆いけばな池坊黄城親子体験教室
　（小城公民館）
・日時　毎月第３・４土曜　10時～12時
◆小城いけばな親子体験教室
　（桜楽館）
・日時　毎月第３・４土曜　13時30分～15時
◆澄

ちょう

心
し ん

会
か い

親子茶道体験教室
　（ドゥイング三日月）
・日時　毎月第４土曜　９時30分～10時30分
◆三日月町親子茶道体験教室
　（ドゥイング三日月）
・日時　毎月第３土曜　９時30分～10時30分
◆芦刈町親子茶道体験教室（あしぱる）
・日時　毎月第２日曜　10時～11時
◆美

み

智
ち

治
は る

会
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親子舞踊体験教室（小城公民館）
・日時　毎月第２・４日曜　10時～15時
　　　（午前：こども、午後：一般）

【問】小城市文化遺産地域活動事業実行委員会
　　　☎090・５089・５909（伊東）
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福祉マンパワー
合同就職面接会

　県内の福祉施設や病院、在宅介護サービス事業
所などで働きたい方々のために、就職面接会を開
催します。
◆日時　７月19日（金）（受付：13時～15時）
　　　　13時30分～15時30分
◆場所　佐賀県総合体育館
◆内容　
・参加者と参加事業所との面接会
・�福祉関連資格の取得方法や介護医療分野の仕事
内容についての相談

◆参加費　無料　※事前申込不要

【問】佐賀公共職業安定所　　☎24・4362
　　　佐賀県社会福祉協議会　☎28・3406

江里山蕎麦の会　会員募集

　あなたも蕎麦づくりを体験しませんか。
　江里山の棚田で、７月下旬の草刈りからスター
トし、蕎麦蒔き、刈り取り、脱穀など月１回ほど
の作業をした後、年末または新年に新蕎麦を手打
ちで試食します。江里山を守ってこられた集落の
方々に感謝し、月１回の作業参加が原則です。
※ まちづくりが目的のため、プロやプロ志望の方

の参加はお断りします。
◆年会費　2,500円（臨時徴収の可能性あり）
◆募集人数　25人

　【問】田中正照（牛津町）　自宅☎66・0826
　自宅PC　masa-tanaka@mx7.tiki.ne.jp
　江里山蕎麦の会ブログ
　http://blog.livedoor.jp/eriyamasobanokai/
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小城市民図書館ティーンズ講座
「地震・津波について知ろう！！」

　毎年恒例、図書館の夏休みの宿題お助け講座！
佐賀地方気象台の方が、実験を交えながら地震・
津波についてお話しされます。
◆日時　８月２日(金)　10時～12時
◆場所　ドゥイング三日月１階大研修室
◆対象　小学５年生～高校生
◆定員　50人程度（先着順）
◆参加費　無料（要予約）
◆申込期限　７月21日（日）

【問・申】小城市民図書館 三日月館
　　　　　☎72・4946

有
料
広
告

税込
ショップ

小城市小城町畑田2557番地（ダイレックス小城店様　ATM横） ☎73-3709 至 牛津

至 三日月至 多久 畑田

下町

中町

至 須賀神社

バスセンター

小城中

コンビニ
ダイレックス
小城店様

小城駅

4/25にオ
ープンしまし

た。

皆様の生活にプラスになればという想いで商品を選択し、価格を93.3円に設定させていただきました。

3点お買い上げごとに１ポイントのスタンプカードもあります
ぜひ

一度おこし

くださいませ

小城店

ココ98円98円98円98円 203

知覧の語り部
～平和を語り継ぐ～

　小城市と友好姉妹都市である南九州市「知覧特
攻平和会館」の語り部の方が、若くして戦場に飛
び立った方々の想いを伝えます。『平和の大切さ』
『命の尊さ』�について改めて考えてみませんか。
◆日時　８月６日（火）
　　　　13時30分～15時30分
◆場所　小城公民館　大ホール（３階）
◆内容
　・知覧特攻平和会館の語り部による講話
　・特攻隊員のパネル展示
　※内容は変更になる場合があります。
◆入場　無料

【問】小城公民館係　☎73・321５

小城市民図書館夏休み宿題おたすけ講座
「小城のお宝めぐりバスツアー」

　バスで「佐賀県有明水産振興センター」�「牛津赤
れんが館」�「株式会社友桝飲料」を見学します。
◆日時　７月24日（水）８時30分～12時30分（予定）
◆乗降場所　ドゥイング三日月、桜城館、
　　　　　　旧牛津庁舎前、あしぱる
◆対象　小学３年生～６年生
◆定員　30人（先着順）
◆参加費　無料（要予約）
◆申込期限　７月1７日（水）

【問・申】小城市民図書館 三日月館
　　　　　☎72・4946

“小城棒踊りの会”会員募集！

　「小城棒踊りの会」とは小城市文化振興補助事
業で行っている伝統芸能・創作芸能団体で、各種
イベントなどに出演し、活動しています。踊りの
好きな方はお問い合わせください。
◆練習　毎週月曜日
◆場所　小城文化センター
◆時間　20時～22時

【問】小城棒踊りの会　☎73・2436（堤）



11 H25.7.5号小城広報

健康食品の送りつけ商法が急増！

こんな相談が寄せられています

　税金は納期内に納めましょう！
・固定資産税（２期）
・国民健康保険税（２期）

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】 ７月11日（木）・25日（木）
【時　間】 17時15分～20時
【場　所】 税務課（西館１階）　☎37・6104

　「以前お申し込みいただいた健康食品を今から
送ります」などと突然電話があり、申し込んだ
覚えがないと断ったのに、商品を強引に送りつ
けてきたという相談が急増しています。トラブ
ルの中心は高齢者で、業者から「注文したのだ
から払え」と高圧的に言われ、押し切られて購
入を承諾してしまう事例も多く見られます。こ
のような場合では代金引換配達（代引配達）で
送付される例が多く、宅配業者に請求されて支
払ってしまうケースも少なくありません。
　また、最近では代引き配達の契約を宅配業者
から解除された業者が、商品とともに現金書留
封筒や振込用紙を同封して送りつけ、代金を支
払わせる手口も見られます。

消費生活センターからのアドバイス
◎申し込んだ覚えがなく、購入するつもりもな
ければきっぱり断ること
◎断ったにもかかわらず一方的に送りつけら
れた場合は、受け取りを拒否すること
◎電話で勧誘され承諾してしまった場合は
クーリング・オフができます
◎困ったことがあれば消費生活センターへ相
談しましょう

【問合せ】消費生活センター（西館１階）
　☎72・5667（月・火・水・金曜日9：30～16：30）

トラブル撃退！くらしの注意報トラブル撃退！くらしの注意報

７月の納期７月の納期

夜間納税相談夜間納税相談

親子・ラジオ工作教室＆
バス見学会

◆日時　８月７日（水）　９時30分～14時30分
◆行程　９時30分～11時　ラジオ工作教室（桜楽館）
　　　　11時～13時　�さが水ものがたり館見学・

昼食（昼食は防災食を試食）
　　　　13時～14時　嘉瀬川ダム・地下通路見学
　　　　14時30分　　解散予定
◆募集人数　親子20組程度
◆参加費　無料
◆主催 ㈱エフエム佐賀、（一社）佐賀県建設業協会

【問・申】㈱エフエム佐賀　☎2５・7790

〝社会を明るくする運動〟に
ご協力をお願いします

　〝社会を明るくする運動〟はすべての国民が、
犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの改善更生
について理解を深め、犯罪や非行のない地域社会
を築こうとする全国的な運動です。犯罪や非行の
ない安全安心な社会を築くには、犯罪や非行から
立ち直ろうとする人たちの意欲を認め、地域社会
の中に受け入れ、見守り、支えていくことが必要
です。
　市内でも、保護司会をはじめとした社会を明る
くする運動推進委員会によるＰＲ活動が予定され
ています。

【問】小城・多久地区更生保護サポートセンター
　　　（小城市役所別館）☎72・791５

放課後児童クラブ指導員を
募集しています！

　子どもたちの「ただいまぁ～」を、笑顔で「お
かえりぃ～」と迎えてくださる方、放課後の子ど
もの育ちに関わってみたい方、夏休みの放課後児
童クラブ指導員というお仕事に興味のある方、指
導員を募集しています。まずはお電話ください!!
◆勤務期間　７月20日（土）～８月30日（金）
　　　　　　８時30分～18時
◆勤務内容 放課後の児童の健全育成に関すること。

【問】NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会
　　　☎60・6137（長尾）




