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小城市民図書館　牛津分室
夏の大きなおはなし会

気象庁は８月３0日から「特別
警報」の発表を開始します！

　パネルシアター、大型絵本、紙芝居、工作など
楽しい内容盛りだくさん！
◆日時　８月2９日（木）（１時間程度）
　　　　10時５0分開場／11時開演
◆場所　牛津公民館　２階　第２研修室
※８月1８日（日）のおはなし会はありません。
【問】小城市民図書館　牛津分室　☎37・6144

　特別警報が発表された場合、お住まいの地域は
数十年に一度しかないような非常に危険な状況に
あります。屋外の状況や避難勧告・指示などに留
意し、ただちに命を守るための行動をとってくだ
さい。
　特別警報の詳細は、気象庁
ホームページでご確認ください。

【問】佐賀地方気象台　防災業務課
　　　☎32・7026
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Information情報いろいろ

「特別警報」イメージ（提供：気象庁）

まちづくりシンポジウムin牛津
〜語ろう牛津を　起こそう牛津の風　舞い上がれ牛津の空に〜

　私たちが住んでいる「まち」の活性化について
話し合う場を企画しました。
　『住んでよかった、これからも住み続けたい』
と思える「まち（空間）」を『未来のまちづくり
体験ツアー』で描いてみませんか。
　『地域活性化』『魅力ある地域づくり』について
討議をします。
　中学生・高校生・大学生・外国人の方の参加大
歓迎です。
◆日時　８月2５日（日）1５時～17時
◆場所　ショッピングセンター 「セリオ」
　　　　２階　会議室
◆入場料　無料

【問】牛津まちづくり協議会　☎66・0797

第３５回少年の主張
佐賀県大会を開催

　県内の中学生が、日常生活の中での思いや感謝、
考え、感銘を受けたことなどを発表します。
　中学生への理解と関心を深める機会として、ぜ
ひ中学生の今の思いを聴きに来てください。
◆日時　８月1８日（日）1４時～1６時30分
◆場所　アバンセ（佐賀市）
◆参加費　無料
◆出場者　予選審査を通過した10人の中学生

【問】佐賀県青少年育成県民会議　事務局
　　　☎25・7350

で検索！気象庁　特別警報



H25.8.5号小城広報 10

セアカゴケグモに
ご注意ください！

　セアカゴケグモは、もともと日本に生息してい
なかった外来種で、平成７年に大阪府で確認され
て以来、全国各地で発見されています。

　このクモは、おとなしい性質ですが、咬まれる
と激しい痛みを感じ、発汗、発熱などの症状が出
るため注意が必要です。
　発見した場合は、素手で捕まえたり触ったりし
ないようお願いします。

【問】《発見の通報》
�佐賀県　有明海再生・自然環境課　☎25・7080
《咬まれた場合など》
�佐賀県　生活衛生課　　　　　　☎25・7077
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告◆受講対象：55歳以上の雇用・就業を希望する高年齢者。ハローワークで求職登録をした方。

◆講習内容：植木の手入れだけでなく、病害虫の対処法など、実技を主体とした講習。
◆実施時期：９月２、３、４、５、６、９、10、11日（８日間）
◆実施場所：小城保健福祉センター　桜楽館　　　◆定員：25名

※平成25年度厚生労働省委託事業

※日程・会場は、変更になることがあります。　※趣味、教養のための申込はご遠慮ください。　※受付は原則として、開講日の２週間前までです。

※受講申込書の提出が必要です。

緑地保全管理講習　受講生募集中！
シニアワークプログラムにチャレンジ！

受講料無料

（公社）佐賀県シルバー人材センター連合会 TEL 0952－34－1440　FAX 0952－34－1445
（公社）小城市シルバー人材センター TEL 0952－73－9669　FAX 0952－72－1554

連合会ホームページもご覧ください。

で検索佐賀県シルバー
お申込み・
お問合せは

セアカゴケグモ（メス）
【１目盛り＝１ｍｍ】

赤い模様が特徴です

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〜

◆日時　８月31日（土）10時～12時
◆場所　「桜楽館」東側駐車場
☆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）

小城★新発麺“マジェンバ”
２周年記念スタンプラリー

　マジェンバ店舗（17店舗）から１つ＋施設（10
施設）から１つ、またはマジェンバ店舗から２つ
のスタンプを集めて応募してください。抽選で小
城の特産品などすてきな賞品が総勢1８0名様以上
に当たります！
◆期間　７月20日（土）～８月31日（土）
◆応募締切　９月６日（金）　※当日消印有効
　スタンプラリーシートは、（一社）小城市観光協
会、10施設、マジェンバ提供店に置いています。
詳細はチラシやホームページ（http://www.ogi-
kankou.com/）をご覧ください。

【問】（一社）小城市観光協会
　　　☎72・7423

有明海クリーンアップ作戦
201３

　有明海は、さまざまな生物がすむ自然の宝庫。
その海を守るため、有明海沿岸４県（佐賀・福岡・
長崎・熊本）の県民と漁業者が一緒に行っている
海岸清掃活動にあなたも参加してみませんか。
◆日時　８月2４日（土）８時～
◆場所　東与賀海岸（干潟よか公園集合）
※参加された方には、記念品があります。
※荒天の場合は、８月2５日（日）に順延します。

【問】佐賀県水産課　☎25・7144

マジェンバを食べて素敵な商品をゲットしよう
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園芸サークルの体験講座に
参加してみませんか？

　「プランターでの野菜作り」を楽しみます！！
ぜひ、ご参加ください。
◆受講料　1,000円（当日徴収します）
◆日時　９月３日（火）９時～11時
◆場所　あしぱる
◆申込期限　８月30日（金）
◆持ってくる物　手袋
◆講師　舩津　茂さん
◆主催　小城市文化連盟芦刈支部
【問・申】芦刈公民館　☎37・6140

第6３回小城本町
シャンシャン祭参加団体募集

　小城本町通りを中心に行う「シャンシャン祭」
で御神輿、道行き踊りと特設舞台で演舞などを披
露する参加団体を募集します。
◆日時　10月20日（日）10時～1６時30分
◆募集期限　８月31日（土）
【問・申】小城本町シャンシャン祭実行委員会
　　　　　☎72・3625（青栁）

佐賀中部広域連合
嘱託職員を募集します

◆業務内容
　介護サービス事業所の訪問調査、指導、介護サー
ビスを利用している方の自宅への訪問調査など。
◆募集人員　１人
◆雇用期間　10月１日～平成2６年３月31日
　　　　　　（最初の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します。
◆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
※ 車での事業所や利用者宅訪問が可能でパソコン

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～17時）
◆報酬　月額1９7,000円
◆応募方法　次の書類を揃えて、持参してください。
　（１）市販の履歴書（顔写真貼付）
　（２）必要な資格などを証明する書類の写し
◆選考方法　面接と文書作成試験
※面接日時、場所は後日連絡します。
◆応募締切　８月30日（金）

　
【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

職業訓練受講生募集

　平成2５年10月生を募集します。
募集科名 定員

機械・ＣＡＤ技術科 1８
金属加工科 1８
電気設備科 1８
住宅リフォーム技術科 1８
建築ＣＡＤ科 2４

◆�応募資格　新たな職業に就こうとする求職者で、
受講意欲があり公共職業安定所長から受講指示
または受講推薦を受けた方。
◆受講料　無料
◆応募期限　８月2９日（木）
◆筆記試験・面接日　９月10日（火）
◆訓練期間　６か月（10月３日～３月31日）
◆応募方法
　 最寄りの公共職業安定所で相談のうえ、応募書

類を提出してください。

【問・申】ポリテクセンター佐賀　☎26・9516
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８月は同和問題啓発強調月間
です

　人は、生まれた場所や、そこに住んでいるとい
うだけで、差別を受けることがあります。差別は
他人事とは思わず、自分自身のことととらえるこ
とが大切です。
　そっとしておけば、差別がなくなるという人が
います。しかし、就職や結婚に際し、身元調査を
行うなど、そっとしておかない現実が存在してい
ます。まわりから、差別や偏見に満ちた考えを聞き、
疑いもなく信じてしまう。そのようなことになら
ないためにも、同和問題を正しく知ることが大切
です。

【問】人権･同和対策室（西館１階）
　　　☎37・6100

特定保健指導研修受講者を
募集します！

　特定健診後の特定保健指導に従事するための研
修会です。
◆研修コース
①基礎研修コース（３日間）
　10月20日（日）・27日（日）
　11月10日（日）
②指導力向上研修コース（各１日間）
　Ａコース　11月23日（祝）
　Ｂコース　12月１日（日）
◆場所　佐賀県総合保健会館
◆対象者　医師、保健師、看護師、管理栄養士
◆定員　各コース５0人
◆申込期間　
・基礎研修コース
　９月２日（月）～2６日（木）
・指導力向上研修コース　
　10月７日（月）～11月７日（木）
◆受講料　無料　※指導力向上研修Ｂコースのみ、
　資料代として3,000円徴収します。
◆申込方法
　郵送、ファックスまたはＥメールで受講申込書
をお送りください。申込書は協会ＨＰからダウン
ロードできます。

【問・申】（公財）佐賀県総合保健協会内
　佐賀保健指導支援ステーション　☎２５・２３２０
　http://www２.saganet.ne.jp/saga-shk/

風しんワクチン予防接種費用
助成事業追加のお知らせ

　広報「さくら」7月５日号に掲載していましたが
再度お知らせします。

《事業実施期間：平成2５年7月1日～平成2９年3月31日》
◆対象者
　・将来妊娠を希望する女性
　・妊婦の同居者（夫など）
※ 対象（昭和3９年４月２日～平成７年４月１日生

まれ）の女性の方にはハガキを送付しています。
また、妊娠中は予防接種ができません。
◆費用　無料（市内医療機関の場合）
※ 市外医療機関では、１万円を超えた分の費用は

自己負担になります。
◆助成回数　１人１回
※ 必ず接種を受ける前に、健康増進課に申請し、

予診票の交付を受けてください。

【問】健康増進課（西館１階）　☎37・6106

中小企業等金融円滑化相談
窓口が設置されました

　ご相談は財務局・財務事務所へ！
◆相談内容
・ 中小企業金融円滑化法の期限到来後における金

融機関、金融庁、財務局の対応について
・ 借入や返済について、取引金融機関との間でお

困りのこと
・ 経営改善や事業再生に関する中小企業支援策の

活用
◆受付時間
　平日９時～1６時

【問】佐賀財務事務所　☎32・7177
　　　福岡財務支局　　☎092・433・8066

消防団
夏季訓練開催

８月18日（日） ６時30分～
芦刈中学校グラウンド
※消防団員随時募集中!
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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！
・市県民税（２期）
・国民健康保険税（３期）

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】 ８月８日（木）・22日（木）
【時　間】 17時15分～20時
【場　所】 税務課（西館１階）　☎37・6104

　大手通信事業者の名をかたった販売代理店が
訪問してきて、光回線やモバイルデータ通信な
どを強引に勧めるという相談が増えています。
「電話料金が安くなる」「通信速度が速くなる」「今
なら工事代が無料」などとメリットだけを強調
し、契約内容や解約料などの説明が不十分なま
ま強引に契約させたり、書面もなく電話口で契
約を急がせるなどのトラブルが生じています。
　電気通信サービスは契約内容や条件が複雑で
わかりにくく、後で自分の利用目的に合わない
ことが判明したり、一定期間内の解約には解約
料が必要であることがわかってトラブルになっ
たりすることがあります。電気通信契約は特定
商取引法が適用されず、電話勧誘や訪問販売で
あってもクーリング・オフができません。

消費生活センターからのアドバイス
◎不要ならきっぱりと断りましょう
◎内容が理解できないのに安易に承諾するの
はやめましょう
◎契約の前には書類などをよく読み、サービス
内容、料金体系、解約の手続き・条件など確認
しておきましょう
◎強引な勧誘を受け契約させられてしまった
場合など、困ったときは消費生活センターへ

【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

８月の納期８月の納期

夜間納税相談夜間納税相談

電気通信サービスの契約は慎重に！

自衛官を募集します！

◆受付期限　９月６日（金）
◆募集種目
　①一般曹候補生、②航空学生、③自衛官候補生
◆応募資格
　・①、③：1８歳以上～27歳未満の方
　・②：1８歳以上～21歳未満の方
◆試験日（一次試験）
　①９月1６日（祝）午前中
　②９月21日（土）
　③男子
　　９月1６日（祝）午後（筆記試験）
　　９月1８日～20日の間の１日（口述・身体検査）
　③女子
　　９月23日（祝）（筆記・口述試験・身体検査）

【問】自衛隊佐賀募集案内所　☎31・5002

24時間テレビチャリティー募金
「愛は地球を救う」

　中学生が街頭募金活動を
実施します。皆さんのご協
力をお願いします。

【問】小城市社会福祉協議会
　　　市民ボランティアセンター　☎73・4911

学校名 募金会場 日 時間

小城中学校

ダイレックス
小城店 ８月

２4日
（土）

10時～1５時
スーパーモリナガ

小城畑田店

三日月中学校 マックスバリュ
三日月店

８月
２4日

（土）
10時～1６時

牛津中学校 ユートク牛津店
食品館

８月
２５日

（日）
10時～1２時

芦刈中学校 ドラッグストアモリ
牛津店

８月
２５日

（日）
10時～1２時




