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やさしい三味線教室　　
会員募集体験講座

　家に眠っている三味線をお持ちの方！これから
三味線を始めてみようと思われる方！など、三味
線に興味関心のある方は、ぜひこの機会に体験く
ださい。初心者の方や、再チャレンジの方むけの
やさしい三味線教室です。
※ 椅子に座っての練習です。正座の苦手な方もお

気軽にお越しください。
◆日時　8月2１日・28日（水）
　　　　１３時３0分～１5時３0分
◆場所　芦刈地域交流センター　あしぱる
◆受講料　無料　　
◆定員　5人
◆申込期限　8月１2日（月）
◆持ってくるもの　三味線　
※お持ちでない方は、申し込み時にご相談ください。
◆講師　中島尚美先生
◆主催　小城市文化連盟芦刈支部　三味「華の会」

【問・申】芦刈公民館　☎37・6140　　　　

芦刈音頭保存会の会員募集の
お知らせ！

　芦刈音頭保存会は、小城市文化振興補助事業で
行っている伝統芸能・創作芸能団体のひとつです。

「芦刈音頭」「芦刈小唄」は町制施行20年を記念し、
芦刈町のますますの発展を願って作詞・作曲・歌
い手・振り付けまで郷土出身者の手により作られ
たものです。“踊りで繋が
る心の絆”をキャッチフ
レーズに楽しく踊ってい
ます。みんなで一緒に踊
りましょう。
◆練習　毎月第１月曜日　１３時～１5時３0分
◆場所　芦刈地域交流センター　あしぱる　　　

【問】文化課（桜城館２階）　☎73・8809

ティーンズ講座
参加者募集中！

　「地震・津波を知ろう！」をテーマに、佐賀気象
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
◆対象者　小学5年生～高校生　(市内外問わず)
◆定員　50人程度（先着順）
◆募集期限　7月2１日(日)
【問・申】小城市民図書館　三日月館
　　　　　☎72・4946

小城館 なつのおはなしかい

　人形劇やパネルシアター、大きな絵本、工作など、
楽しいことがいっぱいつまった「なつのおはなし
かい」に遊びにきてね！
◆日時　8月３日（土）１4時３0分～（１時間程度）
◆場所　桜城館２階　研修室

【問】小城市民図書館　小城館　☎71・1131
第11回
佐賀平野「水と歴史」の探検隊

◆日時　８月2３日（金）　８時３0分～１6時３0分
　　（小雨決行、悪天候の場合は延期または中止）
◆場所　石井樋～川上頭首工～県民の森～北山ダ

ム（貸し切りバス使用、昼食は用意）
◆対象者　小学４～６年生と保護者
　　　　　（小学生のみの参加も可）
◆定員　40人程度（先着順）
◆参加費　大人３00円、子ども１00円
◆申込方法　参加希望者全員の名前、住所、電話

番号、学校、学年を記入し、FAX、はがき、ま
たはメールで応募してください。

【問・申】水土里ネットさが土地（佐賀土地改良区）
  〒840-0811　佐賀市大財三丁目8番15号
　☎22・4382　FAX 29・1048
　http://www.sa-tochi.jp/
　メール　soumuka@sa-tochi.jp

Information情報いろいろ
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人権啓発ポスター作品募集

　入賞者には賞状と副賞、応募者には参加賞があ
ります。たくさんの応募をお待ちしています。
◆対象者　市内の中学生
◆題材　人権尊重をテーマとしたもの
◆用紙　４つ切り画用紙（縦横自由） 
◆画材　水彩絵具、クレヨン、パステルなど
◆提出期限　９月１３日(金) 
◆提出先　中学校の担任または各出張所市民課
　　　　　窓口

【問】小城市社会人権･同和教育推進協議会
（人権･同和対策室内）☎37・6100

平成25年度　下水道排水設備
工事責任技術者資格試験

難病相談のお知らせ

毎月勤労統計調査特別調査を
実施します

◆試験日　１0月9日（水）
◆会場　佐賀市文化会館
◆受験料　5,000円
◆受験案内配布期間　8月１日（木）～2３日（金）
◆受付期間　8月１6日（金）～2３日（金）
※ 受験申込手続・手数料・試験科目などは、受験

案内をご覧ください。
[試験前講習会]
◆講習日　9月27日（金）
◆会場　佐賀市文化会館　
◆受講料　３,000円
◆テキスト代　2,500円
　（受験案内を確認し、受講者でご購入ください）
【問・申】下水道課（東館2階）☎37・6122

　疾患や治療方法、日常生活のことについて専門
医が相談に応じます。
◆時間　１4時～１5時３0分
◆会場　佐賀中部保健福祉事務所　第2面接室
◆相談料　無料（要予約）　

相談内容 相談日

神経系難病
（脊髄小脳変性症、多系統委縮症等） ８月２７日（火）

パーキンソン病関連疾患 ９月５日（木）

膠原病 ９月２４日（火）

後縦靭帯骨化症 11月1２日（火）

【問・申】佐賀中部保健福祉事務所　難病担当
　　　　　☎30・1673

　厚生労働省では、７月３１日現在で雇用者を１～
４人雇用する事業所について、毎年１回、「毎月勤
労統計調査特別調査」を実施しています。
　７月下旬から、指定された地域（芦刈町道免、
牛津町乙柳）に所在する事業所に統計調査員が伺
いますので、ご協力をお願いします。

【問】佐賀県経営支援本部統計調査課
　　　☎25・7037

第43回佐賀県人権･同和教育
研究大会（全体会）の開催

　大会テーマ
　『地域にある人・もの・ことを生かした人権教育・
啓発・まちづくりの取り組みを発信しよう！
　〜顔の見えるつながりを、さらに広く深く〜』

◆日時　８月８日（木）１4時～１6時３0分
◆場所　武雄市文化会館大ホール
◆講師　室

む ろ

原
は ら

　正
ま さ

孝
た か

（小国町社会福祉協議会）
◆演題　「今日までそして明日から
　　　　　　　　～光座のキセキ～」
　※ 「光座」は小国町・南小国町、阿蘇郡内の小学生から

50代まで、幅広い年齢の方で結成し、毎年人権劇の公
演をされています。

◆参加料　800円（資料代を含む）
◆対象者　どなたでも参加できます。

【問】佐賀県人権･同和教育研究協議会事務局
　      ☎62・6434
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平成25年度　佐賀中部広域連
合消防職員募集

◆募集人員　１6人程度
◆受験資格
Ａ�大卒程度：昭和６0年４月２日〜平成４年４月１
日までに生まれた方。
Ｂ�高卒程度：平成元年４月２日〜平成８年４月１
日までに生まれた方。（大卒者と大卒見込者を除
く）
Ｃ�救急救命士：昭和６0年４月２日〜平成６年４月
１日までに生まれ、救急救命士の免許を有する方。

◆受付期間　７月26日（金）～８月１6日（金）　
　　　　　　 （土・日は除く）
◆第１次試験　９月22日（日）
◆応募方法　
　「採用試験申込票」で申し込んでください。「申込
票・試験案内」は、佐賀広域消防局の総務課、各
消防署(分署と出張所を含む)に備え、７月１日から
配布しています。郵送を希望される方は、封筒の
表に「採用試験申込票請求」と朱書きし、必ず１4
0円切手を貼ったあて先明記の返信用封筒（定形外
角形２号:Ａ４サイズが入る大きさ）を同封してく
ださい。

【問・申】〒849-0915
佐賀市兵庫町大字藤木947番地２
佐賀広域消防局　総務課　人事係　☎30・0111
http://www.chubu.saga.saga.jp/

赤十字水上安全法地区別講習会
～服を着たままの水泳教室～

　夏季は水辺やプール、海水浴中の事故が発生し、
県内でも毎年数名の方が命を落とされています。
水難事故に遭遇した際に被害を最小限にとどめる
ために行いますので、どなたでもご見学ください。
◆日時　８月９日（金）　１0時３0分～１2時
◆場所　牛津小学校プール（雨天時は同校体育館）
◆講習内容
　着衣で水の中に入る場合の心得、泳ぎ方。
　救命用具（ポリタンク）の使い方など。
　（雨天時は心肺蘇生法、溺者の救助法など）
◆持参するもの　ビーチサンダル、タオル

【問】牛津公民館　☎37・6143

「アザメの瀬」夏休み自然環境教室～大学生
と夏休みの自由研究をしませんか？～

ルールを守って楽しい花火

　「アザメの瀬」には、さまざまな環境が形成され、
多種多様な生き物が生息しています。そこにすむ
生物と生息場の関係などを体感するため、環境学
習教室を実施します。
◆日時　８月１8日（日）９時３0分～１6時
◆場所　唐津市相知町アザメの瀬
◆内容　「アザメの瀬」の湿地で、水生生物を調査
◆対象者　原則小学４年生以上
◆募集人員　40人程度
◆参加費　１,000円（弁当代・お茶代・保険料）
◆申込期限　８月７日（水）
【問・申】国土交通省　武雄河川事務所
　地域防災支援・交流窓口☎0954・23・5175

１． 花火に書いてある遊び方をよく読んで必ず守
りましょう。

２． 花火を人や家に向けたり、燃えやすいものの
ある場所で遊んだりしないようにしましょう。
衣服に火がつかないように注意しましょう。

３．風の強い時は、花火遊びはやめましょう。
４．水を用意しましょう。
５． 子どもだけでの花火遊

びは絶対にしないよう
にしましょう。

６． 子どもだけでの花火遊
びは絶対にしないよう
にしましょう。

７． たくさんの花火に、一度に火をつけないよう
にしましょう。１本ずつ遊びましょう。

８． 正しい位置に正しい方法で点火してください。
９． 筒もの花火は点火する時も、途中で火が消え

てしまっても決して覗いてはいけません。
１0． 花火をポケットに入れてはいけません。
１１． 花火をほぐして遊ぶことは危険です。絶対に

してはいけません。

　花火遊びは、迷惑にならない場所と時間と後始末。

【問】小城消防署 　☎66・1541
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九州電力からのお知らせ
台風時の停電情報をチェック！

平和祈念の黙祷に
ご協力ください

　台風による停電時には、電話がつながりにくく
なることがあります。台風など非常災害などの停
電情報は下記のホームページからご確認ください。

◆携帯電話版　http://kyuden.jp　
　　　　　　　　九州電力で検索！
◆パソコン版　http://www.kyuden.co.jp
【問】九州電力 佐賀営業所　☎0120・986・303

　原爆死没者の冥福と恒久平和の実現を祈念する
ため、サイレンの吹鳴（３0秒間）を行います。
　皆様のご理解と職場やご家庭での黙祷について、
ご協力をお願いします。
◆実施日時

【原爆犠牲者への追悼】
・８月６日（火）８時１5分
・８月９日（金）１１時02分

【戦没者への追悼】
・８月１5日（木）１2時00分  
【問】福祉課（西館1階）☎37・6107

人権･同和問題講演会の
ご案内

小城のお宝
絵画・調べ学習コンクール

緑地保全管理講習の受講者募集

司法書士の無料法律相談会

　８月の「同和問題啓発強調月間」
にちなみ、小城市では、講演会を
開催します。
　人権について考えるよい機会で
す。ぜひご参加ください。

◆日時　８月７日（水）　１３時３0分
◆会場　ドゥイング三日月
◆演題　こけ枝のほのぼの人権噺
◆入場料　無料
【問】市民課（西館１階）　☎37・6100

　「小城のお宝　絵画・調べ学習コンクール」を開
催します！小城の文化や施設、歴史や人物などを
調べてご応募ください！
◆募集期間　8月１日（木）～9月6日（金）
◆対象者　小学１年生～6年生
◆表彰式　9月１4日（土）
◆展示場所　桜城館2階
◆展示期間　9月１３日（金）～29日（日）
【問】小城市民図書館　三日月館 ☎72・4946

　庭木の整枝、剪定、病害虫の対処方法、消毒な
どを学ぶ実践的講習です。
◆日時　９月２日（月）～１１日（水）８日間　
◆会場　小城保健福祉センター「桜楽館」
◆ 対象者　佐賀県在住で55歳以上の雇用・就業を

希望し、ハローワークで求職登録をされた方。
また、全日程を確実に受講できる方。

◆申込期限　８月１9日（月）
◆定員　25人
◆受講料　無料
　※趣味・教養のための申し込みはご遠慮ください。
　※日程・会場は変更になる場合があります。
【問・申】
　小城市シルバー人材センター　☎73・9669

　8月３日「司法書士の日」にちなんで、無料法律
相談を行います。お困りのことはありませんか。
◆日時　8月２日（金）９時～１7時
◆場所　県内各司法書士事務所
◆ 内容　登記、相続、遺言、会社設立、成年後見、

クレジット、サラ金に関する事、簡易裁判所訴
訟代理、その他司法書士が行う業務に関する内容。

※月・木の18時〜20時は、電話による無料相談を
行っています。（火の18時〜19時30分は成年後見
に関する相談のみ）無料電話相談☎29・0635

講師
桂　こけ枝

し
さん

（落語家）

【問】佐賀県司法書士会　☎29・0626




