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高齢者インフルエンザ予防接種
ができる市内医療機関の変更

小城館ブックリサイクル

11月９日（土）〜15日（金）は
秋季全国火災予防運動期間

　広報「さくら」９月２０日号に掲載していました
高齢者インフルエンザ予防接種の接種可能な医療
機関に、一部変更がありましたのでお知らせします。

医療機関名 電話番号 変更前 変更後

いなだ小児科
アレルギー科 ☎72・7800 ○ ×

【問】健康増進課(西館１階)　☎37・6106

　図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。一人何冊でもお持ち帰りいただけます。
◆日時　１１月３０日（土）１０時～１7時
　　　　１２月１日（日）９時～１6時
◆場所　桜城館（小城館）ロビー
※当日は本を入れる袋をお持ちください。

【問】小城市民図書館　小城館　☎71・1131

　火災の多いこの時期、7つのポイントに注意して
予防を心掛けましょう。

◆３つの習慣
・�寝たばこは、絶対やめる。
・�ストーブは、燃えや
すいものから離れた
位置で使用する。

・�ガスコンロなどのそ
ばを離れるときは、
必ず火を消す。

◆４つの対策
・�逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器
　（図１参照）を設置する。
・�寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。

・�火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器な
どを設置する。

・�お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣
近所の協力体制をつくる。

◆住宅用火災警報器
　平成23年６月１日から設置
が義務づけられています。
※「NSマーク」が表示されているものをお勧めします。

【問】・小城消防署　　　　��☎66・1541
　　　・総務課(西館２階)　☎37・6112

Information情報いろいろ

「消すまでは　心の警報　ONのまま」

11月11日（月）〜17日（日）は
「税を考える週間」です！

　平成２5年度は、「税の役割と税務署の仕事」を
テーマに実施。私たちが生活を送るために多くの
公共サービスが存在しています。公共サービスの
内容はさまざまですが、その費用は主に税金によっ
てまかなわれ、必要な費用を共通の会費としてみ
んなで負担しています。この機会に納税の必要性
と大切さについて考えてみませんか？

【問】・佐賀税務署　☎32・7511
��������・税務課(西館１階)☎37・6103

（図１）
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西の浪花の復活祭
第33回小城市牛津産業まつり

◆日時　１１月１０日（日）９時～１6時
◆場所　セリオ広場・牛津高校前・赤れんが館
<セリオ会場>
佐賀の八賢人おもてなし隊、佐賀にわか座長大会
＜牛津高校前＞
「ママレイド・ラグ」ライブステージ
＜赤れんが館＞仮面ライダーウィザードショー　
　など

【問】小城市牛津産業まつり実行委員会
　　(牛津芦刈商工会内)☎66・0222

ウィメンズカレッジ
受講者募集!

　手口が多様化、巧妙化している振り込め詐欺。
あなたは大丈夫ですか?だまされないためにも、一
緒に勉強しませんか!
　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。
◆日時　１１月２２日（金）１０時～１１時5０分
◆場所　アイル
◆内容　「暮らしのご用心」　(寸劇と講話)
　　　　　講師　小城町消費者グループ
◆対象者　どなたでも。男性の参加も大歓迎！
◆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)

小城市少年少女の声大会を
開催します

　市内の小学生や中学生が、日ごろ社会との関わ
りの中で考えていること、感じていることを発表
します。ぜひその思いや考えを、子どもたちの言
葉でお聞きください。
◆日時　１１月１6日（土）９時３０分～
◆場所　ドゥイング三日月　ホール
◆出場者　市内の各小・中学校の代表者１人
◆アトラクション　牛津宿場華太鼓
◆入場料　無料

【問】小城市青少年育成市民会議事務局　
　　　☎37・6132

難聴・中途失聴者のための
講演会

〜補聴器と人工内耳における医療と社会の進歩〜
◆日時　１１月１7日（日）１３時３０分～１5時３０分
◆場所　ほほえみ館４階　視聴覚室
◆講師　神田幸彦先生
　　　（神田耳鼻科ent院長　長崎市）
◆参加費　無料　◆定員　１００人　
※�予約不要ですが参加者多数の場合は立見となる
場合があります。
◆主催　佐賀県難聴者・中途失聴者協会

【問】☎0942・83・6576(山津)
　　　FAX�0952・24・7126

12月１日から「平成25年
住生活総合調査」を行います

　この調査は、住生活の安定・向上に係る総合的
な施策を推進する際の基礎資料を得るために、居
住環境を含めた住生活全般に関する実態や、居住
者の意向・満足度などを総合的に調査するもので、
５年ごとに実施します。
　調査は、１０月に総務省が行った住宅・土地統計
調査に回答していただいた世帯の中から、市内の
約5３０世帯を抽出して行います。
　11月21日〜12月10日までの間、統計調査員証
を持った調査員が、対象となった世帯を訪問しま
す。その際は、ご協力よろしくお願いします。

【問】建設課(東館１階)☎37・6120

眠っている空き家を
有効活用しませんか？

　定住促進や地域の活性化を目的として、使われ
ずに眠っている空き家を有効活用する『空き家バ
ンク制度』を設けています。
　「空き家バンク制度」は、空き家をお持ちの方
に空き家情報を登録していただき、市内の住居を
探している方に、市が空き家情報を提供する取り
組みです。
　「売ってもいい」「貸してもいい」という空き家
をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。

【問・申】企画課(西館２階)☎37・6115
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「女性の人権ホットライン」強調週間
〜一人で悩まずご相談ください〜

　ＤＶ、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー
行為などの相談を受け付け、秘密は固く守ります。
◆実施期間　１１月１8日（月）～２4日(日)
　　　　　　８時３０分～１9時
　　　　　　（土・日曜日は１０時～１7時）
◆電話番号　☎０57０・０7０・8１０　※相談無料
◆相談担当者　人権擁護委員、法務局職員　

【問】佐賀地方法務局人権擁護課　☎26・2195

賃貸不動産セミナーへの
参加者募集！

◆日時　１１月２4日（日）１4時～１6時３０分
◆場所　アバンセホール
◆参加費　無料
◆定員　３００人
◆テーマ　「�賃貸住宅の空室対策、賃貸トラブル

対策、管理業務の重要性」　
◆講師　㈱CFネッツ代表取締役社長
　　　　倉橋　隆行さん

【問・申】佐賀県宅地建物取引業協会
　　　　　☎32・7120

小城・多久あったか祭り

　チャレンジド（障がい者）と地域の皆さんとの
ふれあいを目的とし、障がい者事業所など１5団体
による催しを開催します。お気軽にお越しください。
◆日時　１１月２３日（土）１１時～１5時
◆場所　桜楽館
◆内容(雨天決行)
・パン、菓子、野菜、小物類などの販売、屋台
・地元サークルによる演芸会
・おたのしみ抽選会
　（景品：３DS、佐賀牛、お米など）
・各種イベント

【問】小城・多久あったか祭り実行委員会
　　　☎73・4527(佐賀みょうが塾)

サガン鳥栖応援企画第２弾！
応援バスツアーに参加しませんか？

◆日時�
　１１月３０日（土）�
　１4時　キックオフ
◆場所　�
　鳥栖ベストアメニティ
　スタジアム
◆対戦相手　浦和レッズ
　　　　　　※ホームでの最終戦！
◆観戦チケット（Ｂ自由席）
　優待価格でチケットが手に入ります！
　� 通常価格　→　優待価格
・大人� ２,5００円　→　１,０００円
・子ども（小中高生）	 1,500円　→　　700円
◆配布枚数　大人　１００枚、子ども　5０枚
◆配布場所　生涯学習課と各町公民館
◆受付期間　１１月１8日（月）～　※なくなり次第終了！
　８時３０分～１7時１5分（土・日・祝日を除く）
◆観戦バス　無料の送迎バスが出ます。
※�集合時間などはチケット配布時にお知らせしま
す。
◆注意事項
・配布対象は市内在住者のみ。
・電話での受付・予約はできません。
・１人３枚まで。

【問】生涯学習課(東館２階)☎37・6132統計調査員の登録者を
募集しています

　統計調査が実施されるごとに、事前に登録され
た方の中から任命し、調査業務に従事していただ
きます。
◆登録要件
・市内在住で２０歳以上の方
・税務、警察、選挙に直接関係のない方
・�暴力団員でない方、暴力団員・暴力団と関係の
ない方
◆調査員の仕事
・調査員説明会への出席
・調査票の配布、回収、整理、提出
◆報酬　３～５万円程度
◆登録方法　本人確認ができるもの（運転免許証
など）と印鑑を持参し、企画課で登録申請をして
ください。

【問・申】企画課(西館２階)☎37・6115
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　精神保健福祉や精神障害者に関して、理解と認
識を深めていただくために開催します。
◆日時　１１月１8日（月）１３時～１6時
　　　　（イベントコーナーは１１時３０分～）
◆場所　唐津市相知交流文化センター
◆入場料　無料
◆内容　障害者の作品展示・販売など
◆講演　いのちを守る
　　　　－生き心地良い地域社会を目指して－
◆講師　清水康之さん
　　　（自殺対策支援センターライフリンク代表）
◆アトラクション　「いのちと夢のコンサート」
　放浪の合唱作曲家　弓削田健介さん

【問】佐賀県　障害福祉課　☎25・7064

　唐津線では、１１月２０日（水）9時３０分～１5時頃、
山本～久保田間で線路修繕工事を行います。
　これに伴い、工事時間帯の佐賀～多久・唐津・
西唐津間の列車が運休となりますので、ご注意く
ださい。なお、同区間のバスやタクシーによる代
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】唐津鉄道事業部　☎0955・75・0382

第50回 精神保健福祉大会

JR九州からのお知らせ

犯罪被害者支援フォーラム
2013

◆日時　１１月１5日（金）１３時３０分～１6時
◆場所　アバンセホール
◆内容
・講演「性犯罪被害にあうということ」
　�小林美佳さん
　（「性犯罪被害にあうということ」著者）
・�トークセッション
　「性犯罪被害者に必要な支援とは」
　小林美佳さん（上記著者）、安永恵子さん（弁護
士/佐賀県弁護士会被害者支援委員会副委員長）、
藤林武史さん（精神科医/被害者支援ネットワーク
佐賀VOISS理事長）出演

【問・申】佐賀県警察本部犯罪被害者支援室
　　　　　(NPO法人被害者支援ネットワーク佐賀VOISS)
　　　　　☎24・1111(内線2642、2643)

平成26年版
さが県民手帳発売中!!

　佐賀県の過去１０年間の天気や県・各市町の主
要な統計資料が掲載された大変便利な手帳です。
ぜひご利用ください。
◆価格（専用鉛筆付き）
・大型（１4.２ｃｍ×9.０ｃｍ）65０円
・小型（１０.8ｃｍ×7.5ｃｍ）5００円
◆色　紺色
◆販売場所　企画課
※�佐賀県書店商業組合加盟書店（ブックスグリー
ンウッド小城店、積文館書店佐賀三日月店など）
でも購入できます。

【問】企画課(西館２階)☎37・6115

11月12日（火）〜25日（月）は「女性に
対する暴力をなくす運動」期間です

◆女性に対する暴力とは
　DV（ドメスティック・バイオレンス）に加え、
性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラ
スメント、ストーカー行為など「女性の人権を侵
害するあらゆる行為」のことです。
◆DVとは
　配偶者やパートナーからの身体
的・経済的・性的暴力を指します。
最近は「デートDV」と言われる
交際相手からの暴力も問題化して
います。
◆相談窓口
　～ひとりで悩まずご相談ください～

小城市
こども課 ☎37・6109

月〜金／８時30分〜17時15分
※佐賀県ＤＶ総合対策センター
相談員対応（要予約）
毎月第２水曜日　10時〜16時

配偶者暴力相談
支援センター

☎26・0018
火〜土／９時〜21時
日・祝／９時〜16時30分
月／休み

☎26・1212
月〜金／８時30分〜17時15分
土・日・祝／休み
※緊急の場合は毎日24時間対応

警察�レディース
テレホン ☎28・4187 月〜金／８時30分〜17時15分

女性に対する暴力
根絶のマーク
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s
センス

ense 〜音楽と絵の展覧会〜

　「牛津赤れんが館」で、小城出身・在住の３人
のアーティストによるピアノ演奏、油絵・陶彩画
の展示を行います。
ぜひお越しください。
〈作品展示〉
◆期間　１１月２１日（木）～２4日（日）１１時～１9時
　　　　※最終日は１8時まで
〈コンサート〉
◆日時　１１月２３日（土）、２4日（日）１4時～
◆料金　１,０００円（高校生以下5００円）
　　　　１ドリンク付
※入場のみは無料

【問】　　sense2012_6@yahoo.co.jp
　　　☎090・9071・5502�(市丸)

あなたも農業を始めて
みませんか！

　１１月は『新規就農推進強化月間』です。
市では、これから農業を始めようとする方を応援
しています。本格的に農業を始めようという方は
もちろん、農業に興味があり、将来農業を始めた
いとお考えの方からの相談もお待ちしています。

【問】農林水産課(東館１階)☎37・6125

世界の料理を作りましょう
〜第３回・メキシコ料理〜

事業所用の指定袋の使用を
お願いします！

　小城市在住の外国人を講師に招き、その国の料
理を紹介してもらいます。一緒に料理を作りなが
ら、外国文化を学びませんか。
◆日時　１１月２4日（日）１０時～１３時
◆場所　桜楽館
◆対象者　市内在住の中学生以上の方
◆持ってくるもの　エプロン
◆材料代　5００円
◆定員　３０人※要申込
◆申込期限　１１月１7日（日）
※�この事業は「小城市協働推進事業」の補助を受けて実施します。

【問・申】おぎにほんご教室(西尾)
　　　　　☎73・3309　FAX�73・5506
　　　　　　　ogi_nihongo@yahoo.co.jp

　市内の事業所からのごみ（事業系一般廃棄物）は、
地区のごみステーションには出せません。
　小城市廃棄物中継センターに直接持ち込むか、
小城市の許可を受けた収集運搬許可業者へ委託す
る必要があります。
　中継センターに直接持ち込む際は、事業所用の
指定袋の使用をお願いします。
※すべて指定袋で持ち込まれた場合、手数料は発
生しません。

【問】小城市廃棄物中継センター　☎66・1630

サイズ 枚数 料金
大（90L） ５枚入り 1,000円
中（60L） ５枚入り 750円

１袋で大（9０L）・中（6０L）入
るので、使用した方がお得です。

町名 店名 大（90L） 中（60L）
三日月町 ホームワイド三日月店 ○ ○

牛津町

グッディ牛津店 ○
ナフコ牛津店 ○ ○
ユートク牛津店 ○ ○
小城市廃棄物中継センター ○ ○

〔事業用指定袋取扱店一覧〕

〔事業用指定袋料金表〕

小城市文化連盟芦刈支部　新設体験
講座開催「デジカメ教室」

　デジタルカメラの使い方から撮り方までの初級
コースを開催します。また、今後の開催日程や年
間撮影会の企画などの打ち合わせを行います。
◆日時　１２月７日（土）１5時～１7時
◆場所　あしぱる会議室Ａ
◆参加費　無料
◆申込期限　１２月５日（木）
◆定員　２０人
◆持参品　デジタルカメラ
◆講師　蒲原庸仙先生（写真カモハラ代表）
◆主催　小城市文化連盟芦刈支部

【問・申】芦刈公民館　☎37・6140



次の○○に入る言葉を、それぞれお答えください。

すみずみまで
読むでござるよ！

問題

特集からの問題です。「目指せ！ごみ○○100グラム」
○○に入る言葉は、何でしょうか。
11月は小城スローライフ月間です。
キーワードは「ゆっくり、○○○○、心ゆたかに」
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と、
「読者のひとこと」を必ず添えて、11 月 20日（水）（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

楽しみにされているページ
などを「読者のひとこと」
にお書きください！

プレゼント商品

★市指定ごみ袋 （大・中 各10枚セット）
 【５名様】
★清水竹灯りペアチケット 
 【10組（20名）様】

応募方法

読んで
　当てよう
読んで
　当てよう

◎毎回楽しく読ませてもらっています。特にいろいろな講座は、次は何を受講しようかとわくわくしています。（55歳女性）　◎散歩道を特集してほしい！（62歳女性）
◎ご年配の方々が楽しめるサークルが市内にもたくさんあるのですね。お年寄りが元気なのはよいことです。子どもの医療費助成も助かります。（35歳女性）
◎「生涯青春」この言葉、胸にずしりときました。毎日なんとなく過ごしている自分に「喝」を入れなければと思いました。（63歳女性）
◎生涯青春を読んでとても勇気をもらいました。何事も年齢でなく常にチャレンジすることだと思いました。（56歳女性）
◎簡単なエクササイズ、中高生のためのお弁当など特集してください。（44歳女性）　◎郷土料理を今後特集してもらいたい。（28歳女性）

読
者
コ

ー

ナ

ー
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佐賀県がん患者（家族）
集いの会

　互いに励ましあい、情報交換を行う交流の場です。
◆日時　１１月３０日（土）１３時～１6時
◆場所　ゆめりあ
◆内容　１３時～１4時
　　　　墨をつかってかんたん！年賀状づくり
　　　　１4時１０分～１6時
　　　　ほっと一息　語らいタイム
◆対象者　がん患者とその家族（約３０人）
◆持参品　タオル、飲料水、
　　　　　エプロン（墨はね防止）
◆参加費　３００円/人　※材料費含む
◆�申込方法　住所・氏名・電話番号・家族同伴の
有無を電話でご連絡ください。
◆申込期限　１１月２5日（月）
　毎週月・水・金（１０時～１３時、１4時～１6時）

【問・申】財団法人　佐賀県総合保健協会
　　　　　☎27・4666
　　　　　毎週月・水・金(10時〜13時、14時〜16時)

ロコモティブシンドローム（運動器
症候群）予防カードを配布しています

　ロコモティブシンド
ローム（ロコモ）とは、骨、
関節、筋肉などの運動器
の障害のために自立度が
低下し、介護が必要とな
る危険性が高い状態をい
います。
　佐賀県では、ロコモ予防のために、県民が実践
した運動や体操の記録を記入できるロコモ予防
カードを配布しています。小城市役所健康増進課
と各保健福祉センターにありますので、ぜひご利
用ください。
◆対象者　県内在住4０歳以上の方
※�カードの書き方、応募と景品の抽選、発送などは、
県ホームページをご覧ください。

【問】佐賀県　健康増進課
　　　☎25・7074　FAX25・7268
　　　　　locomo@pref.saga.lg.jp
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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（６期）

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】 11月14日（木）・28日（木）
【時　間】 17時15分～20時
【場　所】 税務課（西館１階）　☎37・6104

　「子どもがスマートフォンの無料サイトで漫画を
閲覧中、突然年齢確認画面に移った。登録完了とな
り、登録料金を請求するメールが届いた。」「アダル
トサイトで成年をクリックしたところ、利用料金を請
求する画面が貼り付いてしまった。」パソコンや携帯
電話で「無料の占いサイト」や「副業紹介サイト」、
「懸賞サイト」などにアクセスして、不当に高額な金
額を請求されるという相談が少なくありません。
　最近では、思いもよらずに「ア
ダルトサイト」や「出会い系サイ
ト」に誘導されたり、接続させられ
たりする事例も増えています。

消費生活センターからのアドバイス
◎そもそも契約が成立していないと思われる
場合が多いので、支払わないようにしましょ
う。あわてて業者に電話やメールで連絡す
ることは、個人情報を相手に知らせること
になり危険です。
◎子どもが使うパソコンや携帯電話には、フィ
ルタリング（アクセス制限サービス）を利
用することをお勧めします。

【問合せ】小城市消費生活センター（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

11月の納期11月の納期

夜間納税相談夜間納税相談

ワンクリック請求に注意を！

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　平成２6年１月１日～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　面接と筆記試験
※面接日時、場所は後日連絡します。
◆応募期限　１１月２9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

住宅の新築やリフォーム、木材
製品の購入等をお考えの皆様へ

　スギやヒノキなどの地域材を活用した住宅の新
築やリフォームをすると、木材利用ポイントが発
行されます。１ポイント１円相当で、全国の農林
水産品や一般商品券等と交換できます。地域材を
活用することは、森林の保全や整備、地球温暖化
の防止にも役立ちます。
◆ポイント発行申請期限　平成２6年７月３１日
※ポイントの発行額が予算額に達した場合は、終了
することがあります。詳しくはお問い合わせください。
　施工・木材納品を行うのは木材利用ポイント事
務局に登録された事業者に限ります。

【問】佐賀県木材利用推進協議会　☎23・6181
　　　木材利用ポイント事務局ホームページ

林野庁　木材利用ポイント事業実施中！




