
H26.3.5号小城広報 12

　スマートフォンや携帯電話の安心・安全な使い
方からネットコミュニケーションなどネット環境
を取り巻く便利と危険について、知っておきたい
ことが盛りだくさん。ぜひ、ご参加ください！
◆日時　３月１５日（土）　１０時～
◆場所　ドゥイング三日月　視聴覚室
◆参加費　無料　　※定員５０人
※要予約。詳しくはお問い合わせください。
【問・申】生涯学習課（東館２階）☎37・6132

定住奨励金の申請は
お済みですか？？

便利？危ない？スマートフォン

　平成2５年度に転入または転居の届出をされた方
で、下記に該当する方には、予算の範囲内で奨励
金を交付しています（予算がなくなり次第、受付
を締め切ります）。
※�申請期限は、転入または転居の届出をされた日
から90日以内または、その年度の３月31日のう
ち早い日までです。

①定住奨励金：市外に３年以上居住されていた方
が、市内に住宅（66㎡以上）を建築または購入
して居住された場合
②�持家奨励金：市内の借家等に居住されていた方
が、小城町三里校区、牛津町砥川校区、芦刈校
区に住宅（66㎡以上）を建築または購入して居
住された場合
③三世代同居奨励金：３年以上１世代または２世
代で市内に居住し、新たに３世代同居を始めら
れた場合
※�奨励金交付にあたっては、さまざまな要件があ
りますので、該当しない場合があります。
【問】企画課（西館２階）　☎37・6115

小城市地域婦人会
会員募集中！

　明るい小城市、住みやすい小城市を・・・。
　次世代の子ども達に故郷の温かさを伝えていき
たいと願い、地域活動を続けている婦人会です。
　行政や地域の他団体と一緒に、小城市発展に頑
張りましょう！入会をお待ちしています。
◆婦人会の活動内容
　交通安全・更生保護・日赤活動・健康・青少年
健全育成・視察研修・地域活動など。
　地域づくり、人づくりに絆を大切に活動してい
ます。
◆入会資格
　活動に興味のある女性なら、どなたでも。
◆年会費　6００円
　入会を希望される方はご連絡ください。

【問・申】小城市地域婦人会
　☎66・2626（古賀）

春の普茶料理食事会を開催！

　普茶料理とは、江戸時代初期に中国から伝来し
た黄

おう

檗
ばく

宗
しゅう

と共に伝わった精進料理です。
◆日時　４月27日（日）１2時～
◆場所　小城公民館晴田支館
◆食事券　4,０００円/１人
◆食事券の販売
　３月１7日（月）8時3０分～
　（先着6０人）
【問・申】（一社）小城市観光協会　☎72・7423

有
料
広
告
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統計調査員の登録者を
募集しています

　統計調査員は、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され、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　１調査 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
かんを持参し、企画課で登録申請をしてください。
◆実施が予定されている統計調査
・６月～７月
　経済センサス−基礎調査及び商業統計調査
・７月～１2月
　全国消費実態調査
・１１月～平成27年２月
　農林業センサス
・１2月～平成27年１月
　工業統計調査

【問】企画課（西館２階）　☎37・6115

「経営者保証に関するガイド
ライン」をご活用ください

　このガイドラインは、保証契約時や保証債務の
整理時の対応を、下記のように規定しています。
積極的にご活用ください。

◆保証契約時
・�中小企業が経営者保証を提供することなく資金
調達を希望する場合に、必要な経営状況とそれ
を踏まえた債権者の対応
・�やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要
性などの説明や、適切な保証金額の設定に関す
る債権者の努力義務　など

◆保証債務の整理時
・保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方
・�保証債務の一部履行後に残った保証債務の取り
扱いに関する考え方　など

【問】金融庁　監督局総務課監督調査室
　☎03・3506・6000（代表）
　（内線3379、3314）

小城市の情報を発信しています

　市からのお知らせやイベント情報、災害時の警
報状況や道路の通行止めなどを配信しています。

・�「友だち追加」から「小城市」を検索し、「友だちに追加」
　ボタンを押してください。
・�スマートフォンなどで上記のQRコード（友達追加用）を
　読み込んでください。

【問】総務課（西館２階）　☎37・6113

小城市広報 ID

＠ogicity

小城市商工観光課 ID

@ogishikankouka

小城市広報 Twitter

　検索ボタンに「小城市」と入力、フォローボタンを押し、
QRコードを読み込んでください。

　金融庁　経営者保証ガイドライン　で検索！　金融庁　経営者保証ガイドライン　で検索！

第４回　小城市福祉大会
〜ダニエル・カールふれあい講演会〜

◆日時　３月１6日（日）９時3０分～
◆場所　桜楽館　多目的ホール
◆アトラクション　三日月幼稚園児　１０時～
◆講演
・講師　ダニエル・カールさん
　「がんばっぺ、オラの大好きな日本」
　　～未来につなぐ家族・人と人とが支え合う
　　地域の絆～
・時間　１０時3０分～１2時
◆入場料　無料
◆臨時駐車場　小城公園　自楽園グラウンド
　　　　　　　（無料シャトルバスを運行します）

【問】小城市社会福祉協議会　☎73・2700
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ふるさとシンポジウムに
ご参加ください！

　小城市のことをもっとよく知り、愛着を持って
もらうためのシンポジウムです。
◆日時　３月１５日（土）　１4時～１7時
◆場所　ドゥイング三日月
◆内容
・テーマ　「歴史をデジタルで知ろう！！」
・基調講演　講師　小

お

棚
だな

木
ぎ

政
まさ

之
ゆき

さん
　　　　　　（秋田県大館市議会議員）
・コーディネーター
中
なか

谷
や

日
ひ

出
で

さん（NHK解説委員）
・�小城市長や県最高情報統括監の森

もり

本
もと

登
と

志
し

男
お

さん
などを招き、パネルディスカッションを行います。
◆入場料　無料　
※予約不要、どなたでも参加できます。
【問】フォーラム小城　☎73・3141

小城高等学校吹奏楽・合唱部
第３５回定期演奏会

　お客さまに楽しんでいただけるアトラクション
ステージです。ぜひお越しください。
◆日時　３月22日（土）
　　　　１4時 開場　１4時3０分 開演
◆場所　佐賀市文化会館　中ホール
◆内容　１部　吹奏楽
　　　　２部　合唱
　　　　３部　珠玉のポップス
◆入場料 ５００円（小学生以下無料）

【問】小城高等学校吹奏楽・合唱部
　☎73・2295（顧問　我

が

如
ね

古
こ

）　

第８回　小城中学校吹奏楽部
スプリングコンサート

～welcome 老若男女　in Spring concert ♪～
　小城中学校吹奏楽部恒例のスプリングコンサー
トを開催。子どもからお年寄りまで楽しめる曲が
たくさんありますので、ぜひお越しください。
◆日時　３月3０日（日）
　　　　１3時3０分開演
◆場所　小城中学校体育館
◆内容　クラシック・ポップス・演歌メドレー
　　　　などの演奏　他
◆入場料　無料

【問】小城中学校吹奏楽部
　☎73・2191（顧問　釋

しゃく

・古川）

あしぱるふれあい祭り

　芦刈から小城市全体へつなごう！にぎわい創出
と交流促進を図るため、下記のとおり開催します。
◆日時　３月23日（日）９時3０分～１6時
◆場所　あしぱる
◆�内容　地元農水産物の展示・販売、ライブ（華
月祥､ 矢次麻紗美��他）、カラオケのど自慢大会、
芦刈音頭､ フラダンスなど内容盛りだくさん！
　�　小城市Ｂ級グルメマジェンバも登場！刃物研
ぎもあります。

【問】ムツゴロウ王国芦刈まちづくりフォーラム
　☎080・1788・8053（古賀）

2014　Ｊリーグ観戦
サガン鳥栖応援企画第３弾！

　観戦チケット（Ｂ自由席）を優待価格で！

◆日時
　３月29日（土） １9時　キックオフ
◆対戦相手　ガンバ大阪
◆配布場所 生涯学習課（東館２階）
　※今回、各町公民館での配布はしません。
◆受付期間　３月１3日（木）～
　８時3０分～１7時１５分（平日のみ）
◆その他
・配布対象は市内在住者のみです。
・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

優待価格�1,000円 大人限定
150枚



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（10期）

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】 ３月13日（木）・27日（木）
【時　間】 17時15分～20時
【場　所】 税務課（西館１階）　☎37・6104

　以前、『高齢者の記憶のあいまいさにつけ込ん
だ電話勧誘での健康食品の送りつけ』について
注意を呼び掛けましたが、最近は、送りつけの
方法も巧妙です。電話もなく突然商品が送りつ
けられたため開けたところ、「現金書留の封筒」
が入れられ、代金を支払うようになっていたり、
「サンプルを送る」と言われ、無料と勘違いし
て受け取ってしまったり、という相談が寄せら
れています。また、受け取り拒否をしたのに、
さらに、相手からも受け取り拒否をされ、料金
の負担をすることになってしまったと
いうケースもあります。
　トラブルを避けるため、一人
で判断せずに、早めに消費生活
センターにご相談ください。

消費生活センターからのアドバイス
◎電話で勧誘された場合はクーリング・オフ
の対象です。
◎注文した覚えがない、あるいは、無料だと
思っていた場合は、代金を支払わずに、ご
連絡ください。

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

３月の納期３月の納期

夜間納税相談夜間納税相談

健康食品の送りつけ

【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）
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佐賀中部広域連合事務局
事務所の移転について

　佐賀中部広域連合事務局の事務所が、３月に移
転します。介護保険に関することで来庁される際
は、お間違えのないようご注意ください。

※�佐賀広域消防局の所在地・連絡先は、変更あり
ません。
【問】佐賀中部広域連合事務局　総務課
　☎40・1111

移転前
３月2０日（木）まで

移転後
3月24日（月）から

事務所
所在地

〒84０−０83１
佐賀市松原四丁目
２番28号（旧明治生
命佐賀支社ビル）

〒840−0826
佐賀市白山二丁目
１番12号（佐賀商工
ビル５階）

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　４月５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、団体ともに受け付けます。
・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（代表　東島）

JICA(ジャイカ)ボランティア
春募集説明会

　「青年海外協力隊」「シニア海外ボランティア」
のメンバー募集を行います。また、４月１１日（金）
には、事業概要や説明会をアバンセで行います。
　詳しくはお問い合わせください。
◆募集期間　４月１日（火）～５月１2日（月）
※消印有効

【問】独立行政法人　国際協力機構
　九州国際センター（JICA九州）
　☎093・671・8349




