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図書館牛津分室
ブックリサイクル

第12回こどもまつり

　図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。お一人、何冊でもお持ち帰りいただけます。
◆日時　５月５日（月・祝）　１０時～１7時
◆場所　小城市民図書館　牛津分室内
　※当日は本を入れる袋をご持参ください。
　※本がなくなり次第終了となります。

 小城市民図書館　牛津分室　☎37・6144

　あそび屋台やティーンズ・カ
フェ（中高生の時間）があります。
◆日時　５月６日（火・祝）
　　　　１３時～１8時３０分
◆場所　小城市児童センター

 小城市児童センター　☎7２・1300

こどもまつり
「こどもサポーター募集!!」

　こどもまつり当日のお手伝いをしてくれる「こ
どもサポーター」を募集します。
◆対象者　�市内在住の小学３年生～中高生
◆開催日　５月６日（火・祝）� １３時～１8時３０分
◆開催場所　小城市児童センター
◆受付期間　４月２１日（月）～２8日（月）

 小城市児童センター　☎7２・1300

でっかいおはなし会

　楽しいおはなし大集合！絵本の読み語りや手遊
びなど、どなたでも参加できます！ぜひ遊びに来
てください♪
◆日時　５月１０日（土）　１4時～
◆場所　ドゥイング三日月　大研修室

 小城市民図書館　三日月館　☎7２・4９46

左上から
【総務部】
　総務課　　古庄　大樹
　総務課　　中西　広実
　企画課　　伊東　加織
　企画課　　木室賢太郎

【市民部】
　市民課　　稗田　紗弓
　税務課　　今泉　智史

【福祉部】
　福祉課　　真子　香織
　福祉課　　秀坂由希子

【小城給食センター】
　野口　　瞳

左下から
【建設部】
　建設課　　根木　慶太
　建設課　　中島　純平
　下水道課　松尾　浩平

【教育委員会】
　こども課　矢ヶ部　峻
　文化課　　本村　浩二

【小城市民病院】
　松尾　翔太

【保育士・幼稚園教諭】
　晴田幼稚園　　森　　優子
　三日月幼稚園　正嶋　里歌

【小城給食センター】
　村上　沙月

＼よろしくお願いします！／
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開催案内

佐賀にわか座長大会

習ってよかった！災害時に
活かせる赤十字救急講習会

やってみよう体験
「フェルトマスコットづくり」

◆日時　５月１１日（日）　１4時～
◆場所　牛津赤れんが館
◆入場料　無料
◆定員　１５０人程度
◆出演一座
　牛津仁○加倶楽部（牛津町）
　はっぴぃ♥かむかむ（鹿島市）
　きんちゃん一座（佐賀市）

 牛津赤れんが会
　☎0９0・3418・５866

〜５月は赤十字月間です〜
　止血の仕方や毛布の有効的な活用法など、災害
時に役立つ応急・救命手当ての方法を学びます。
◆日時　５月１7日（土）　１０時～１２時
◆場所　桜楽館
◆参加費　２１０円

 小城市社会福祉協議会　☎73・２700

　簡単でかわいいフェルトマスコットを作ります。
◆日時　５月１１日（日）　１4時～１６時
◆場所　小城市児童センター（創作活動室）
◆対象者　市内在住の幼児・小学生
　　　　　（幼児は保護者同伴）
◆定員　１５人（先着順）
◆受付期間　５月１日（木）～１０日（土）
◆材料費　１００円　※要予約

 小城市児童センター　☎7２・1300

中高生向け 「音楽スタジオ講習」

ゆうゆうベビーズ
「わらべうた　ベビーマッサージ」

ゆうゆうきっず
「バスにのって（森林公園）」

◆期日　「ドラム」　５月１２日（月）
　　　　「ギター・ベース」　５月２６日（月）
◆時間　１7時３０分～１8時３０分
◆場所　小城市児童センター（音楽スタジオ）
◆対象者　・市内在住の中高生
　　　　　・市内の高校に通学する高校生
◆定員　各講座５人（先着順）
◆受付期間　５月１日（木）～２５日（日）※要予約

 小城市児童センター　☎7２・1300

◆日時　５月１５日（木）　１０時３０分～１１時３０分
◆場所　小城市児童センター（集会室）
◆対象者　市内在住の０歳児を持つ保護者
◆定員　１５人（先着順）
◆受付期間　５月１日（木）～１０日（土）
◆材料費　１５０円　※要予約

 小城市児童センター　☎7２・1300

　小城市のバスにのって、森林公園までおでかけ
します。
◆日時　５月２３日（金）　１０時３０分～１３時３０分
◆場所　森林公園（佐賀市）
◆対象者
　市内在住の１歳半～未就園児とその保護者
◆定員　１５組（多い場合は抽選）
◆受付期間　５月１日（木）～１６日（金）
※要予約

 小城市児童センター　☎7２・1300
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雑貨と古着のお店

HERE　IS　A　HAPPY　PLACE.

オシャレ女性を応援！
掘り出し物に出会える

ブランド服 800円＋税～
お買い得コーナー
 ２枚で 390円＋税

レディース服、バッグ、靴などをはじめ、かわいい小物などを
お手頃価格で揃えてます！いつも新しいものが何かある！

プレゼントにもおすすめの
カワイくてめずらしい雑貨も品揃え。

国道34号線

国道203号線

←
武
雄

久保田↓

↑小城

→
佐
賀

トライアル
三日月店

セブン
イレブン

市役所

ココ
三日月町樋口1767-１　☎0952－97－8689　http://furugi.sagafan.jp

営業時間 10：00～ 19：00

小城店
高値買取実施中
洋服、服飾小物など、
持ち込み買い取りOK！
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やってみよう体験
「みんなで楽しくクッキング」

国民年金保険料収納業務は
民間委託されています

◆日時　５月２５日（日）　１4時～１６時
◆場所　小城市児童センター（創作活動室）
◆対象者　市内在住の小学生以上
◆定員　１０人（先着順）
◆受付期間　５月１日（木）～１５日（木）
◆内容　かんたんパン作り
◆材料費　１５０円　※要予約

 小城市児童センター　☎7２・1300

　日本年金機構は、国民年金保険料の納め忘れが
ある方に対する「電話や文書、戸別訪問による納
付督励や保険料の収納業務、免除等申請の勧奨業
務」について、民間委託を実施しています。委託
している事業者は、次のとおりです。詳しくは、
お近くの年金事務所国民年金課へお問い合わせく
ださい。
◆委託事業者　（平成２６年３月１日現在）
　アイ・シー・アール　バックスグループ
　シー・ヴィ・シー共同企業体
◆対象地域　佐賀県全域
※�委託事業者は、個人情報保護の管理を徹底して
いますので、皆さんのご理解とご協力をお願い
します。
 佐賀年金事務所　☎31・41９4

職業訓練受講生募集

いきいき子育てセミナーを
開催します

　平成２６年７月生を募集します。

◆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

　・機械加工技術科は4０歳未満の方
◆受講料　無料
◆応募期間　４月２8日（月）～６月３日（火）
◆筆記試験・面接日　６月１０日（火）
◆訓練期間　６か月（７月２日～１２月２６日）
◆応募方法　�最寄りの公共職業安定所で相談のう

え、応募書類をご提出ください。
 ポリテクセンター佐賀　☎２6・９５16

　子どもの成長やしつけ、勉強の悩みの糸口がきっ
とみつかります。お気軽にご参加ください。
◆日時　５月１7日（土）　１０時～１１時３０分
◆場所　桜楽館　※参加費無料、託児あります。
◆内容　講話「子どもの反乱をどうする」
◆講師　西郡　美代子さん
　（一般社団法人倫理研究所　生涯局専任講師）
◆対象者　乳幼児～思春期のお子さんがいる父母
※講師による無料相談も受けられます。

 家庭倫理の会佐賀西部
　☎0９0・1９２4・５6９1（永江）　☎73・4834（佐藤）

募集科名 定員
機械・ＣＡＤ技術科 １５
機械加工技術科 １２
板金・溶接施工科 １５
電気設備科 １8
住宅リフォーム技術科 １8
建築ＣＡＤ科 ２4
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会員様募集 一人暮らし
ご高齢の方！！

毎日安心してすごせるよう365日（毎日）指定時刻にお電話で
安全確認を致します。詳しくはお気軽にお尋ねください！

月額3,990円（1日あたり133円） 契約時入会金10,000円

本部：福岡県久留米市荒木町荒木1959-3
携帯：090－5723－4111（山下）24時間OK

URL  http://www.mimamotterukai.com

みまもってるかい

見守TEL会
☎0942－26－2610

至急！守り人（店長）同時募集中！

技
Technique

創造力
Creation

ヒト

H
um
an

小城市小城町
253番地４

TEL 0952-73-4113
FAX0952-73-3540 音成印刷 検 索検 索
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平成26年度 河川情報等
モニターの募集

小学校の大きな運動場で走ってみませんか？
牛津っ子よーいドン！

　国土交通省武雄河川事務所では、住民の皆さん
にホームページや携帯Webサイトなどを通して、
リアルタイムで六角川等の水位や雨量情報などを
提供しています。このような防災情報が、早く・
正しく・分かりやすく伝わっているのかを住民目
線で確認していただくため、河川情報等モニター
を募集します。
◆対象者　満１8歳以上で、川やまちづくりに関心
があり、防災情報の普及活動に協力いただける方
（報酬あり）
◆活動内容
○�河川の近況報告や情報提供した内容に対する意
見などの報告（１回／月（６～９月）、その他適宜）

○出水時や出水後に周辺状況の写真などでの報告
　（適宜：危険を冒さない範囲）
○モニター会議
　（武雄河川事務所内会議室等：２時間程度／年２回）
◆活動期間　６月～平成２7年５月
◆申込方法　住所・氏名・年齢・職業・連絡先を
記入し、六角川等への想いなどを4００文字程度に
まとめ、メールで５月１６日（金）までにお申し込
みください。

 国土交通省武雄河川事務所　管理課
　　　 ☎0９５4・２3・7９34
　　　  takeo@qsr.mlit.go.jp

◆期日　５月２５日（日）
◆時間 １０時頃スタート（予定）
◆対象者
　来年度、牛津小学校に入学予定のお子さん
◆申込方法　当日、９時１５分～4５分に牛津小学校
本部テントで受付。
※�当日、雨天などで運動会が延期の場合は中止。

 牛津小学校　☎66・0047（井上）
　※運動会延期の連絡方法
　・牛津小学校の緊急メール、ホームページ

http://www２.saga-ed.jp/school/edq11101/

（中）（小）サイズの指定ごみ袋を
活用しましょう！

　梅雨時期や夏場は、生ごみや紙おむつが悪臭や
害虫（ハエなど）の発生原因となりがちです。
　指定ごみ袋（大）を使うと、ゴミがたまるのに
時間がかかるため、（中）（小）サイズの指定ごみ袋
を活用し、収集日ごとにごみ出ししましょう。
◆小城市指定ごみ袋　（家庭系各１０枚入り）

（大）約40ℓ　400円
（中）約２５ℓ　２５0円
（小）約1５ℓ　1５0円

 小城市廃棄物中継センター　☎66・1630

感電事故防止のお願い 広報番組のお知らせ
動画を配信！

　感電事故防止のため、電線付近での鯉のぼりの
掲揚や魚釣りは絶対に行わないようお願いします。
　万一、鯉のぼりや釣り糸が電線にかかった場合
は、自分で取ろうとせずにお近くの九州電力まで
ご連絡ください。

 九州電力株式会社　佐賀営業所　☎33・1164

　市からのお知らせやイベント情報などを分かり
やすく動画でお送りします。パソコンやスマート
フォン、タブレットなどで視聴が可能です。
　LINEでも配信しますので、まだ登録されていな
い方はご登録ください。（登録方法は本紙２５ページ）

 総務課（西館２階）　☎37・6113

検索武雄河川事務所ホームページ
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おぎの情報を発信しています

おぎなう編集局　小城市小城町 253 番地４（音成印刷内）
　　　　　　　　TEL 0952－73－4113　FAX 0952－73－3540

小城を 1 0 0 倍楽しくする  小城のフリーペーパー小城を 1 0 0 倍楽しくする  小城のフリーペーパー

スマートフォンサイトはこちらから

http://oginow.sagasubanta.com

Facebook
おぎなう

で最新情報を
チェック楽しい情報はみんなでおぎなう！

　　　　　　おぎのなう（今）の情報を伝える！

おぎを愛するみんなで作るみんなのおぎなうです！

有
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小城市公民館体験講座
「楽しいホームヨーガ」

緑の募金にご協力を
お願いしますみかんオーナー募集！

　初心者向けのホームヨーガを行います。
◆日時
　①５月１６日（金）、②６月３日（火）
　１９時３０分～２１時
　【会場：牛津公民館２階 研修室】
　③６月１１日（水）、④６月１９日（木）
　１０時～１１時３０分
　【会場：ドゥイング三日月 多目的文化ホール】
◆対象者　成人の方向け
　（小学校高学年より参加可）
◆定員 4０人（先着順）
◆参加料　無料
◆持ってくるもの
　ヨガマット、タオル、
　飲み物、動きやすい服装
◆申込締切日
　５月９日（金）１7時
※１日のみの参加も可・託児あり

 三日月公民館　☎7２・1616
　　　 牛 津 公 民 館　☎37・6143

　「緑の募金」運動期間は年に２回行われます。
この期間に集まった募金は、身のまわりの緑化や
森林の整備などの幅広いボランティア活動を支援
し、森林・緑づくりに役立っています。
　地球温暖化防止や水の供給源として欠くことの
できない森林・緑を次代へ引き継ぐため、ご協力
をお願いします。
◆運動期間
　春期　３月１日～ ５月３１日
　秋期　９月１日～１０月３１日

 農林水産課（東館１階）☎37・61２５

　牛津町上砥川のみかん農家
が、農園の一部を希望者に提
供する「みかんオーナー」を
募集します。
◆説明会・現地案内日時
　５月１4日（水）、１６日（金）、
１8日（日）　
１３時３０分～１4時３０分

　※雨天決行
◆場所　JAさが　旧砥川支所（２階会議室）
※�説明会終了後、現地でオーナーの木を選定し、
申込金（管理委託料や収穫するみかん代）をい
ただきます。

 農林水産課（東館１階）☎37・61２５

砥
川
小

砥川小前
交差点

Ｊ
Ａ
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が

旧
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児童扶養手当の手当額が
変更になります

　平成２６年度の児童扶養手当額は平成２６年４月
分（８月支給分）から変更になります。
◆児童１人のとき

◆児童２人のとき ５,０００円加算
◆児童３人目以降　�児童が１人増すごとに３,０００

円加算
※第２子と第３子以降の加算額は変更ありません。

 こども課（西館１階）　☎37・610９

平成２６年３月分まで
全部支給 一部支給

4１，１4０円 ９，7１０円～4１，１３０円

↓
平成２６年４月分から

全部支給 一部支給

41，0２0円 ９，680円〜41，010円
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※当選者の発表は、プレゼントの発送をもって
　かえさせて頂きます。

プ レ ゼ ン ト 商 品

★市指定ごみ袋
　（中10枚セット×２）
 【５名様】
★ゆめりあ利用
　プリペイドカード
　（1,100円分）  【５名様】

◎小城は歴史が古くてとてもいいところです。毎回「情報いろいろ」を読んでイベントをチェックしています。小城のパワー
スポットをもっと紹介していただきたいです。（22歳女性）　◎情報がこまめに書いてあり楽しみにしています。（65歳男性）
◎“トラブル撃退！くらしの注意報”この記事は、大変よかったと思います。（63歳女性）　◎最近目が衰え気味になってます。
目の健康について特集をして下さい。（58歳女性）　◎生活に必要な情報や地域の情報が分かり助かっています。（57歳男性）
◎「糖尿病」と「歯周病」の関係大変ためになりました。私も血糖値が高めなのでさっそく歯医者さんにいって歯周病の治療をしたい
と思います。（56歳女性）　◎レンコン料理今が旬！作ろうと思いました。（72歳女性）

読者コーナー

読ん
で当
てよ
う

次の○○に入る言葉を、それぞれお答えください。問題

■応募方法：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、５月２日（金）（当日必着）までに、ご応募ください。（１人につき１通）

1 特集からの問題
「日常に潜む消費トラブル～５月は○○者月間です～」

2 健康増進課のお知らせから問題
「年に１回○○を受けることを習慣に」

さくら  クイズ

【応募先】 〒845－8511（小城市役所専用の郵便番号）小城市総務課秘書広報係
　　　　 《Eメール》kouhou@city.ogi. lg.jp

※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。

２月５日号の答えは、①ヘルス と ②歯周 でした。

今後特集してほしいことなど
ありましたら 「読者のひとこと」
にお書きください！

前回の答え 68通（正解者65人）の応募の中から、当選者にはプレゼントを送付しました。

※当選者の発表は、プレゼントの発送をもって※当選者の発表は、プレゼントの発送をもって※当選者の発表は、プレゼントの発送をもって

情報
INFORMAT ION
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い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

無料法律相談会を開催　
《5月1日～5月7日は憲法週間》

「子どもの安全を地域で見守る会」
を開催します

　金銭、土地、建物、交通事故、架空請求、振込詐欺、
相続、夫婦・親子関係、成年後見などご相談ください。
◆日時　５月１３日（火）

【午前の部】 １０時～１２時３０分
【午後の部】 １３時～１５時
（午後受付：１３時～１4時３０分）
※�午前中で相談を受けられなかった方は、午後の
部でお受けします。

※相談時間は１人２０分程度。
◆受付　当日、先着順。
◆場所　佐賀県弁護士会館２階
　　　（佐賀市中の小路７番１９号）
◆相談員
　弁護士、裁判所書記官、家庭裁判所調査官

 佐賀地方・家庭裁判所総務課　☎２3・3161
　　佐賀県弁護士会　☎２4・3411

　子どもたちの登下校の安全を青色回転灯装備車
で見守る「青色防犯パトロール」や、子どもたち
が不審者と遭遇したときの緊急避難所となる「子
ども１１０番の家」など、小城市の子どもたちの見
守り活動に参加しませんか。
◆日時　５月３０日（金）　１９時３０分～２１時
◆場所　ドゥイング三日月ホール
◆内容
①青色防犯パトロールの講習
　※後日、実施者証が交付されます
②�現在活動されている方々からの報告
③�子ども１１０番の家に子どもが駆け込んで来た時
の対応についての研修

◆参加費　無料
 小城市青少年育成市民会議

　　　生涯学習課（東館２階）☎37・613２
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