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☆牛津分室クリスマス
おはなし会☆

小城市議会議員選挙
立候補予定者説明会

☆雑誌付録プレゼントの
お知らせ☆

◆日時　１２月１５日（日）１１時～１２時
◆場所　牛津公民館　２階　第２研修室
◆内容　パネルシアター、大きな絵本、工作など。
　クリスマスプレゼントもあります！

【問】小城市民図書館　牛津分室　☎37・6144 　２月９日告示、２月１6日執行予定の小城市議会
議員選挙の立候補予定者説明会を開催します。
　説明会では、立候補に必要な書類なども配布し
ますので、立候補あるいは立候補者を推薦しよう
と考えられている方は、必ず出席してください。
※１候補につき３人以内の出席でお願いします。
◆日時　１２月２4日（火）１0時～
◆場所　小城市役所　大会議室（西館２階）

【問】小城市選挙管理委員会事務局
　　　☎37・6114

　小城市民図書館で購入している雑誌のふろくを
抽選でプレゼントします。
◆応募期間〈全館共通〉
　１２月１0日（火）～２8日（土）
◆応募方法
　�図書館内に設置している応募箱に、欲しいプレ
ゼントの番号を書いて応募してください。

◆対象者
　�図書館のカード登録をされている方のみ応募可
能です。

◆当選発表　平成２6年１月５日（日）

【問】小城市民図書館
　小城館　☎71・1131　三日月館☎72・4946
　牛津分室☎37・6144　芦刈分室☎37・6141

冬の交通安全県民運動実施

　「守ろう交通ルール　高めよう交通マナー」を
運動のスローガンに１２月１１日（水）～２0日（金）
まで「冬の交通安全県民運動」が実施されます。

《重点目標》
①子どもと高齢者の交通事故防止
② 早めのライト点灯による夜間の交通事故防止
   （走行用前照灯はハイビーム（上向き）が原則）
③ 横断歩道上における交通事故の根絶
④飲酒運転の根絶
　冬季は、日暮れが早くなり視認性が低下するた
め、交通事故が多発する傾向にあります。交通ルー
ルを守り、交通事故防止に心がけましょう。

【問】総務課（西館２階）☎37・6112

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
〜12月10日（火）から16日（月）まで〜

　拉致問題を始めとする北朝鮮当局による人権侵
害は、国際社会を挙げて取り組むべき課題です。
この問題に関心と認識を深めて、一人一人が真剣
に考えていきましょう。

【問】小城警察署　警備課　☎73・2281
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第４回世界の料理を
作りましょう！

　小城市在住の外国人講師を招き、世界の料理を
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、国際交流を楽しみませんか。
◆日時　１２月２３日（祝）１0時～１３時
◆場所　桜楽館
◆対象者　市内在住の中学生以上の方
◆持参品　エプロン
◆材料代　５00円
◆定員　３0人　※要申込
◆申込期限　１２月１6日（月）
※�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

スキルアップセミナー
 「そば打ち体験教室」

◆日時　１２月１4日（土）９時３0分～１２時
◆場所　アイル　調理室
◆内容　そば打ち体験
◆定員　１５人（先着順）
◆参加費　600円
◆持参品（必携）
・エプロン　・三角巾　・密閉容器(持帰り用)
※お持ちの方のみご持参ください。
・調理用ボール（特大：直径40㎝以上が好ましい）
・麺棒
◆申込期限　１２月１２日（木）１７時

【問・申】牛津公民館　☎37・6143

あなたのおすすめ
「お手軽マイレシピ」を募集します!

　小城市で多く作られている作物（豆製品【納豆、
豆腐、豆乳など】、れんこん、玉ねぎ、みかん、い
ちご、なす）を一つ以上使ったあなたの「お手軽
マイレシピ」を教えてください。選考後、後日広
報「さくら」でご紹介します。
◆ 応募方法　氏名、住所、電話番号、レシピを記
入し、料理の写真を同封または添付した上、封
書かEメールなどでお送りください。選ばれた方
には電話連絡後、取材と撮影にお伺いします。

◆応募期限　１２月２0日（金）必着

【問・申】〒845-8511　
　小城市三日月町長神田2312番地2　小城市役所
　総務課　秘書広報係　☎37・6113
　 kouhou@city.ogi.lg.jp

司法書士による
成年後見制度入門講座

◆日時　１２月２１日（土）１0時～１6時３0分
◆場所　ｉスクエアビル　５階
　　　 （佐賀市駅前中央１丁目８−３２）
◆受講内容
・成年後見人、成年後見監督人の仕事内容
・�早見優、三遊亭円楽が案内する後見制度（DVD
上映）
・成年後見人としての心構え　など
◆受講料　無料
◆申込方法　電話で受け付けます。※先着７4人

【問・申】（公社）成年後見センターリーガル
　　　　　サポート佐賀支部　☎29・0626

がってん福祉・介護講座

　福祉に関心を持つ市民の方を対象に、福祉・介
護サービスについて分かりやすい（がってんのい
く）講義や疑似体験などを２日間で行います。
◆日時　１２月１0日（火）・１１日（水）
　　　　１0時～１6時
◆場所　ゆめりあ
◆定員　先着３0人
◆受講料　無料（要予約）
【問・申】公益社団法人佐賀県社会福祉士会
　　　　　☎36・5833

時間 10：00～12：00
場所　本校校舎３F
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職業訓練受講生　募集

　平成２6年３月生を募集します。
募集科名 定員

電気制御技術科 １５
◆応募資格　おおむね40歳未満の方
◆応募期間　１２月１6日（月）～１月３0日（木）
◆筆記試験・面接日　２月１２日（水）
◆訓練期間　３月６日（木）～８月２２日（金）
　　　　　 （企業実習１か月を含む）
◆応募方法　�最寄りの公共職業安定所にご相談く

ださい。
◆受講料　無料
【問・申】ポリテクセンター佐賀　☎26・9516

労働安全衛生法に基づく
免許試験

◆日時　平成２6年２月９日（日）９時３0分～
　　　　１３時３0分～（二級ボイラー技士）
◆試験場　佐賀県教育会館
◆試験の種類
　�第一種・第二種衛生管理者、潜水士、
　二級ボイラー技士
◆申込期間（必着）　
　１２月９日（月）～２4日（火）（土・日・祝日を除く）

【問・申】（一社）佐賀県労働基準協会
　　　　　☎37・8277
【問】九州安全衛生技術センター
　　　☎0942・43・3381

家事・介護チャレンジ講座

　ボランティア活動や高齢者・障害者福祉の解説
や体験、また簡単な介護食の作り方などの講義と
実習を３日間で行います。
◆日時　平成２6年１月７日（火）、８日（水）、
　　　　１0日（金）１0時～１6時
◆場所　ゆめりあ
◆定員　先着３0人
◆受講料　無料（要予約）

【問・申】公益社団法人佐賀県社会福祉士会
　　　　　☎36・5833

アイヌの方々からの
ご相談をお受けします

　嫌がらせ、差別、プライバシー侵害などお困り
のことはありませんか。
◆受付期限　平成２6年１月１9日（日）
　　　　　 （１２月２8日（土）～５日（日）を除く）
◆時間　平日１0時～２0時（土、日、祝日は１8時まで）
☎フリーダイヤル　0１２0・７７１・２08
※相談無料、匿名可、秘密は厳守します。
※来訪でのご相談もお受けします。

【問】（公財）人権教育啓発推進センター
　　　東京都港区芝大門２−10−12
　　　ＫＤＸ芝大門ビル４階

平成26年度償却資産の申告を
お願いします

　平成２6年１月１日現在、事業経営（製造業、建
設業、サービス業、農業などの事業）や、アパー
トなどの貸付を行い、その事業のために使用して
いる償却資産（機械、工具、器具、備品、構築物
など）を所有している個人や法人は、償却資産の
申告をしなければなりません。また、事業用の太
陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の
課税の対象となります。
　１２月中旬に申告書を発送しますので、申告を
お願いします。
　無申告または、虚偽の申告をされた場合は国
税資料などに基づき推測課税を行う場合があり
ます。
　申告書が届いていない方、新たに申告の必要が
ある方、また平成２５年１月１日以前から償却資
産を所有していて申告をしていない方は、至急
ご連絡ください。
◆提出期限　平成26年１月31日（金）
◆提出先
・持参の場合
　税務課、各出張所市民課窓口
・郵送の場合
　〒84５−8５１１
　�小城市三日月町長神田２３１２番地２
　小城市役所　税務課　固定資産係

【問】税務課（西館１階）　☎37・6103
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「パパ☆ママ　ポケットガイド」
をご利用ください！！

　佐賀労働局では、女性が働きながら安心して、妊
娠・出産ができるように、また、女性のみならず男
性も働きながら育児を行うことができるよう、仕事
と子育ての両立をサポートする法律や制度、相談窓
口等を紹介したポケットガイドを作成しました。
　妊娠している方には、県内各市町の母子健康手
帳交付窓口で、母子健康手帳の交付時に併せて配
付しています。
　また、ポケットガイドは、佐賀労働局ホームペー
ジでも見ることができます。

【問】佐賀労働局雇用均等室　☎32・7218
　http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

小城市『農業！！やってみよう
セミナー』

農業所得計算簡易記帳説明会
を開催します

　農業を職業として検討されている方、セミナー
に参加してみませんか。
◆日時　平成２6年１月１9日（日）９時～１２時
　　　　（受付８時３0分～）
◆場所　小城市役所大会議室（西館２階）
◆対象者　小城市で農業を始めたい方
◆対象品目
　�イチゴ・アスパラガス・タマネギなど
◆内容
・�青年就農給付金の説明
・栽培技術や農地の取得の説明
・タマネギ圃場の現地視察など
※�当日は軽装でお越しください。

◆申込期限　平成２6年１月１6日（木）
※申し込みは、電話で受け付けます。
※就農希望者は後日個別就農相談会を実施します！

【問・申】農林水産課（東館１階）
　　　　　☎37・6125

　この制度説明会は確定申告に必要な内容ですの
で、ぜひご参加ください。
◆日時　平成２6年１月２３日（木）
　　　　１0時～１１時３0分
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆講師　佐賀税務署　個人課税第１部門、２部門
◆内容
・主な税制改正について
・簡易記帳簿の概略説明について
・記帳･帳簿の保存制度について　など

【問】税務課（西館１階）　☎37・6103

放火による火災の防止

　全国の出火原因の第１位を占める放火火災の被
害軽減を図るため、次の項目に注意してください。

◆建物に対する放火防止対策
・建物の周囲に燃えやすいものを放置しない。
・ポストに郵便物や新聞等を溜めこまない。
・�施錠管理をきちんと行い、外部からの侵入を防ぐ。
・照明器具の設置により暗がりをなくす。

◆車両に対する放火防止対策
・車両の施錠管理をしっかり行う。
・荷台に荷物を積んだまま駐車しない。
・�ボディーカバーをする際には、防炎製品を使用
する。

◆その他のものに対する放火防止対策
・夜間にゴミを放置しないようにする。
・�ゴミは指定された場所、日時以外は搬出しない
ようにする。
・�ゴミ集積場所の環境づくりを地域ぐるみで実施
する。

◆地域における放火防止対策
・�防火・防災訓練を開催して、地域住民の防火意
識を高める。
・外出時には、隣近所に一声かけて協力を求める。

【問】・佐賀広域消防局予防課　☎33・6765
　　　・小城消防署　☎66・1541



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（３期）
・国民健康保険税（７期）

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】 12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

　「プロバイダ料金が安くなると電話があり変更契
約をしてしまった。よく考えたら、料金はあまり変わ
らない。解約すれば、違約金がかかると言われた。
“遠隔操作”で変更作業をするということだが、大丈
夫なのか。」との相談が増えています。
　十分な説明を受けずに、内容の確認をすることも
なく、突然の電話で、業者に言われるがまま契約を
結ばされているようです。遠隔操作をさせることは、
自分のパソコンにある情報を見る、自由に操作する
ことを許すという危険もあります。
　勧誘業者とプロバイダの契約先が異なっている、
変更後届いた料金が説明時と違い高くなっている、
など問題が多いようです。

消費生活センターからのアドバイス
◎プロバイダ契約はクーリング・オフできま
せん。
◎虚偽の説明や問題となる勧誘を受けた場合
は取り消しができることもあります。
◎ＩＤやパスワードを簡単に教えないように
しましょう。

【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

12月の納期12月の納期

夜間納税相談夜間納税相談

遠隔操作によるプロバイダ契約にご注意！
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水道管にも冬支度を
〜夜の冷え込みにご注意〜

〜防寒の方法〜

　気温が低下すると水道
管が凍ったり、破裂した
りします。
　寒い時期は、天気予報
に気をつけ、凍結の恐れ
があるときには防寒など
の対策をしてください。

　屋外で露出している水
道管や水栓は市販の保温
カバーや布を巻いて、こ
れらが雨などで濡れない
ように、上からビニール
などで覆い、保温してく
ださい。

【問】小城市水道課　　　☎73・8804
　　　西佐賀水道企業団　☎68・2225

君に届けたい愛のクリスマス
チャリティーコンサート開催

　音楽をとおして心のバリアフリーを目指す勝
かつ

田
た

友
とも

彰
あき

さん（テノール歌手）のクリスマスチャリ
ティーコンサートです。
　このコンサートの益金は、小城市の未来を担う
子どもたちの心の教育の一環として、絵本の購入
に充てられます。
◆日時　１２月２３日（祝）
　　　　１３時３0分開場／１4時開演
◆場所　ドゥイング三日月　多目的文化ホール
◆料金　大人（高校生以上）１,000円
　　　　子ども（中学生まで）５00円
※�チケットは、生涯学習課、各町公民館、各町保
健福祉センターで販売しています。

【問】君に届けたい愛のクリスマスチャリティー
　コンサート実行委員会（小城市生涯学習課内）
　☎37・6132




