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Information情報いろいろ
NHKで小城市が放送されます

小城町江里山　ひがん花まつり
第16回かかしフェスティバル開催

　羊羹の町小城市を訪れ、昔風羊羹や小城の羊羹
の歴史を取り上げます。また、地元小学校の羊羹
授業の様子などを紹介する予定です。ご覧ください。
◆番組名　「うまいッ！」NHK総合テレビ（全国）
◆放送日　９月15日（日）（予定）
　　　　　６時15分～６時49分
　　　　　※放送日時は変わる場合があります。
◆食材ハンター
　大和田美帆（女優）
　丹沢研二アナウンサー
　（NHK佐賀）

【問】NHK佐賀放送局　放送部　☎28・5005

　農村景観百選・棚田百選に選ばれた小城町江里
山地区では、毎年９月中旬～下旬にかけて、見事
なひがん花が咲き競います。
◆無料シャトルバス
　�当日は岩松小学校を駐車場として、給食センター
から会場までシャトルバスを運行します。
　�給食センターからの出発時間は９時３０分～15時
までの３０分おきで運行予定です。
　（江里山からの最終出発時間は1６時２０分です）

≪ひがん花まつり≫
◆日時　９月２３日（祝）９時～
◆会場　江里山観賞広場周辺（小城町）
◆内容　地元農産物、加工品の販売、
　　　　バンド演奏など

≪かかしフェスティバル≫
◆表彰式　９月２３日（祝）11時～
　　　　　江里山観賞広場（小城町）
◆展示期間　９月２1日（土）～３０日（月）

【問】農林水産課（東館１階）☎37・6125

ウィメンズカレッジの受講者
を募集します!

　子どもたちの放課後、気になりませんか？
　放課後児童クラブや子どもたちの放課後のこと、
気軽におしゃべりしてみませんか！
　小城市地域婦人会では、心豊かに過ごすため講
座を開催。どなたでも参加できます。男性の参加
も大歓迎です！
◆日時　９月２1日（土）1０時～11時5０分
◆場所　アイル
◆内容　「ただいま　おかえり　また明日」
◆講師　石橋裕子さん
　　　　（県放課後児童クラブ連絡会）
◆受講料　無料
◆申込み　各町公民館

【問】小城市地域婦人会　☎66・2626（古賀）
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まつり開催！！

“神々の棲む村中散策”スローライフinしゃくちゃ〜
　そば打ち体験や子ども向けの催しなど楽しいイ
ベントに、今回は氏神様大権現まで足をのばして、
ゆっくりとした時間を過ごしませんか。
◆日時　９月２３日（祝）1０時～17時
◆場所　いやしの宿ほのか周辺（小城町石体）
◆展示販売
・農産物、加工品
　（おはぎ、山菜おこわ、手作りこんにゃくなど）
・手作り小物　・お地蔵さん画　・唐津焼　など
◆食べ物販売　
・石体そば（手打ち）　・せせりの炭火焼き
・ドリンク類各種　　　・おにぎりセット

【問】いきいき65（ろーご）実行委員会
　　　農家民宿ほのか
　　　☎090・7450・2526（大石）

第２回小城市綱引き大会開催

　皆さんの健康づくりと体力づくりのため、綱引
き大会を開催します。地域や友達みんなでチーム
を作り、参加しませんか。
◆日時　11月17日（日）９時～
◆場所　芦刈文化体育館
◆対象者　市内在住者、
　　　　　市内企業に勤務されている方
◆参加費　1,０００円/チーム
◆ 申込方法　申込用紙に記入し、小城市体育協会
へ持参またはFAXで提出してください。
※申込用紙は各町の体育館に設置しています。
◆申込期限　1０月２1日（月）

【問・申】一般財団法人小城市体育協会
　　　　（小城公民館内）
　　　　　☎72・1200　　FAX72・1201

インターネット利活用講座

　インターネットを使った検索、動画閲覧の方
法や生活に役立つネットの活用法、ブログや
facebookの紹介などを行います。パソコンはこち
らで準備します。
◆日時・定員
　①９月２8日（土）1３時～15時　　15人
　②９月２9日（日）1０時～1２時　　15人
　※①と②は同じ内容です。共に先着順。
◆場所　小城公民館　２階研修室１
◆参加費　7００円

【問・申】PCネット小城　事務局　
　　　　　☎090・5470・0782（古川）

民事・家事調停説明会

児童手当現況届の提出を
お願いします

　民事調停・家事調停の説明、庁舎見学（希望者
のみ）、模擬調停などを行い、調停制度を紹介します。
◆日時　1０月１日（火）1３時３０分～15時３０分
◆場所　佐賀地方裁判所会議室
◆申込期限　９月1３日（金）
◆募集人数　4０人程度（先着順）

【問・申】佐賀地方・家庭裁判所　総務課
　　　　　☎23・3161

　1０月の児童手当を受給するためには児童手当現
況届の提出が必要です。提出がお済みでない方は
９月中に提出してください。

【問】こども課（西館1階）☎37・6109

図書館 芦刈分室
ブックリサイクル

　図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。一人何冊でも持ち帰ることができます。
当日は本を入れる袋をご持参ください。
　なくなり次第終了します。
◆日時　９月２２日（日）1０時～1６時
◆場所　あしぱる　和室
【問】小城市民図書館　芦刈分室　☎37・6141
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介護保険出前講座
～職員が出向いてご説明します～

　「介護保険の仕組み」「介護サービスの受け方」
について出前講座を行っています。
◆ 対象者　市内在住または市内に通勤、通学して
いる方で２０人以上の団体。

◆日時　月～金曜日（９時～２1時の２時間程度）
◆場所　公民館、職場など受講者が希望する場所
※会場などは受講者でご準備ください。
◆受講料　無料
◆ 申込方法　開催希望日の１か月前までに日時、
場所、受講者数、テーマ、代表者氏名・連絡先
などをファックスなどでご提出ください。

※�様式は任意ですが、ホームページに掲載しています。

【問・申】佐賀中部広域連合　総務課　
　　　　　☎40・1131　FAX40・1165

平成26年度
佐賀県農業大学校学生募集

◆募集課程・募集定員
　・本科（２年制・定員：50人）

課程 専攻 定員

農産園芸課程
野菜複合 ２０人
花き複合 1０人
果樹複合 1０人

畜産課程 1０人
　※�野菜複合専攻は、露地野菜コースと施設野菜
コースに分かれます。

　・専科（１年制・定員：若干名）
課程 専攻 定員

農産園芸課程
野菜複合

若干名
花き複合
果樹複合

畜産課程

◆ 応募資格　高等学校卒業者（または高等学校卒
業者と同等以上の学力を有する者）、平成２６年
３月高等学校卒業見込の方

◆願書受付

推薦入試 1０月８日（火）～２３日（水）

一般入試 平成２６年１月８日（水）～２２日（水）

【問】佐賀県農業大学校養成部　☎45・2144

育児サポーター養成講座

　子育てを応援してみようと思われる方、育児サ
ポーターになってみませんか？講座に参加される
方は事前にご連絡ください。
◆受講料　無料
◆場所　桜楽館
◆日程

第１回
「乳幼児の安全法」

1０月２日（水）14時～1６時

第２回
「子どもの発達しょうがいについて」

1０月４日（金）1０時～1２時

第３回
「楽しい折り紙あそび」（実技）

1０月４日（金）1３時３０分～15時３０分

第４回
「家庭・学校・地域で子どもを支える」

1０月８日（火）1３時３０分～15時３０分

第５回
「子どもの栄養と食生活」（実技）

1０月17日（木）1０時～1３時

第６回
「病気、病後の託児で気をつけること」

1０月17日（木）15時～17時

第７回
「保育の心について」

1０月２1日（月）1０時～1２時

第８回
「育児サポーターの役割と心得」

1０月２1日（月）1３時３０分～15時３０分

第９回
「小児看護の基礎知識」

1０月２5日（金）1０時～1２時

第１0回
「絵本の読み聞かせ」

1０月２5日（金）1３時３０分～15時３０分

第１１回
「小城市の子育て支援」

1０月３1日（木）1３時３０分～14時３０分

第１２回
「身体の発達と病気について」

1０月３1日（木）14時３０分～1６時

【問・申】小城市子育て相互支援センター
（小城市社会福祉協議会）☎73・2700



次の○○に入る言葉をお答えください。

すみずみまで
読むでござるよ！

問題

今回特集した生涯青春の方々は、「小城生涯野球倶楽部」
「日本舞踊」「水墨画」「小城男声○○○」でした。
○○○に入る言葉は、何でしょうか。
９月 20日～26日は「動物○○週間」です。
○○に入る言葉は、何でしょうか。

1

2

さくらクイズ

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・希望するプレゼント名に、
「読者のひとこと」を必ず添えて、９月 20日（金）（当日必着）までに、ご応募ください。（１人につき１通）

※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。

【応募先】 〒845－8511　三日月町長神田 2312番地２　小城市総務課秘書広報係
　　　　 《Eメール》kouhou@city.ogi. lg.jp 今後特集してほしいことを

「読者のひとこと」にお書き
ください！

プレゼント商品

★小城チャレンジショップ
　ダイニング花ホタル1,000円食事券
 【５名様】
★市指定ごみ袋 （大・中 各10枚セット）
 【５名様】

応募方法

読んで
　当てよう
読んで
　当てよう
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全国一斉！法務局休日相談所

　「相続・遺言や抵当権抹消登記」「隣地との筆界」
「戸籍の届出や国籍に関する相談」「いじめなどの
人権相談」「給与の差し押さえや家賃支払いの供託」
などでお困りのことをご相談ください。
◆日時　1０月６日（日）1０時～1６時
※予約は不要で、相談料は無料です。
※�当日は各種申請の受け付けや証明書の発行など
はできません。

◆開設場所
・ほほえみ館（４階）
　【問】佐賀地方法務局総務課　☎２６・２149
・佐賀地方法務局武雄支局
　【問】☎０954・２２・２4３5
・伊万里市民センター
　【問】佐賀地方法務局伊万里支局　
　　　　☎０955・２３・２49２
・佐賀地方法務局唐津支局
　【問】☎０955・74・1441

自衛官募集案内

◆募集種目
　①防衛大学校学生
　②防衛医科大学校医学科学生
　③防衛医科大学校看護学科学生(自衛官コース)
◆応募資格(見込み含む)
　18歳以上～２1歳未満の方で高卒など
◆受付期間
　①推薦と総合選抜：９月５日（木）～９日（月）
　　一般(前期)：９月５日（木）～３０日（月）
　②③９月５日（木）～３０日（月）
◆試験日
　①推薦：９月２8日（土）～２9日（日）
　　総合選抜：９月２8日（土）
　　一般前期(一次試験)：
　　11月９日（土）～1０日（日）
　②一次試験：11月２日（土）～３日（日）
　③一次試験：1０月19日（土）

【問・申】自衛隊佐賀募集案内所　☎31・5002
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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！
・国民健康保険税（４期）

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】 ９月12日（木）・26日（木）
【時　間】 17時15分～20時
【場　所】 税務課（西館１階）　☎37・6104

　空き店舗などを利用し、期間限定で健康器具の
無料体験などを行っているところがあります。無料
だからと何日も体験に通い、販売員から使用効果を
聞くうちに、それさえあれば健康になれると信じて
100万～200万円もする健康器具を購入。その結
果、「効果が出ない」「逆に体調が悪くなった」といっ
た相談が寄せられています。
　無料体験商法で紹介されている健康器具の多く
は電位治療器ですが、厚生労働省が認めている電
位治療器の効能は「頭痛、肩こり、不眠症と慢性便
秘の緩解」のみです。ほかの症状がよくなったとい
う人がいたとしても効果には個人差があります。持
病がある場合は器具に頼りすぎて治療を怠ると症
状が悪化したり、大きな病気を見落としたりする危
険性もあります。

消費生活センターからのアドバイス
◎健康器具は万能薬ではありません。
◎無料体験商法自体は違法ではありませんが、
認められた効能以外について話すのは禁じ
られています。
◎販売員の話を鵜呑みにせず、自分に合うかど
うかを慎重に判断するようにしましょう。
◎困ったことや気になることがあったら消費
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

９月の納期９月の納期

夜間納税相談夜間納税相談

無料体験商法にご注意ください！！

かん　かい

無料調停相談会

◆日時 1０月５日（土）1０時～15時
◆場所　佐賀市民会館　※予約不要
◆相談内容　　
　�借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、相続、
離婚、家庭内トラブルなど

◆相談員　民事・家事調停委員（弁護士である調
停委員を含む）

【問】佐賀調停協会（佐賀家庭裁判所内）
　　　☎23・3161

屋外広告物の許可は受けられ
ましたか？

　「佐賀県屋外広告物条例」が改正され、佐賀県
全域で（禁止区域を除く）屋外広告物を新設する
時は許可が必要です。
　新たに自家用広告物（小規模のものを除く）の
表示にも知事の許可が必要となります。
※�自家用広告物とは自己の店舗や事業所などの敷
地内に、店名や営業内容などを表示する広告物
のこと。
　市内の許可申請の受付窓口は佐賀土木事務所管
理課（☎２4・4３4６）です。詳しくはお問い合わ
せください。
【問】佐賀県まちづくり推進課　☎25・7326

社長の決断、応援します！

　中退共の退職金制度をぜひご活用ください！
◆安全　国の制度だから安心！
　新規加入や掛金を増額する場合、掛金の一部を
　国が助成します。
◆有利　掛金は全額非課税！
　手数料もかかりません。
◆簡単　社外積み立てで管理も簡単！
　納付状況や退職金資産額を事業主さんにお知ら
　せします。
　　パートタイマーさんや家族従業員も加入でき
　ます。詳しくはホームページへ！
【問】（独）勤労者退職金共済機構
　　　中小企業退職金共済事業本部
　　　☎03・6907・1234　




