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絵本や紙芝居のおはなしと、おりがみ・手遊び
などの楽しい遊びをしています。
ご家族やお友達などみなさんで、
ぜひおこしください。

【三日月館　おはなしタイム】　
　日時：毎週土曜日　15時～ 15時 30分
　場所：三日月館おはなしのへや
【小城館　おはなし会】
　日時：毎週土曜日　14時 30分～ 15時
　場所：小城館おはなしのへや
【牛津分室　おはなしかい】
　日時：第３日曜日　11時～ 11時 30分
　場所：牛津分室キッズルーム
【芦刈分室　おはなしかい】
　日時：第３土曜日　14時～ 14時 30分
　場所：芦刈分室わしつ

ホームページ  http://library.city.ogi.saga.jp
利用時間  10 時～ 18 時（土、日曜日は 17 時まで）（金曜日は三日月館・小城館は 19 時まで）図書館

たのしいおはなしを聞きにきませんか？

小城市だより 検 索小城市ホームページから

小城市広報番組

小城市広報 Twitter
右記 QR コードを読み込んでください。

●「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下記の QR コード（友
だち追加用）を読み込んでください。

小城市広報 ID

＠ogicity

小城市商工観光課 ID

@ogishikankouka

【テレビ】ぶんぶんテレビ

【ラジオ】FM佐賀（77.9MHz）

I♡OGI　毎週木曜日　12時～　55分間放送

市からのお知らせなどを配信しています。

アイラブ　お　　ぎ

［小城市だより］　５月５日（月・祝）～18日（日）
�①９時45分～　②17時～　③19時45分～

５月の休館日

本丸くん５月巡回表
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巡回日 時間 場所
１３日（火） １4：００～１4：4５ ケアハウス　アミジア
１４日（水） １０：１５～１０：4５ 西分農村公園
１6日（金） １０：００～１０：３０ 大地町駐在所

2３日（金）
１１：５０～１２：２０ 桜楽館（小城保健福祉センター）
１２：３０～１３：００ 小城警察署
１4：4５～１５：１５ 小城市授産場

2８日（水）
１１：２０～１１：５０ 赤れんが館
１２：００～１２：３０ 遠江（九州コーユー駐車場）

各種相談

相談名 相談日 場所 時間

健康相談
☎37・6106

毎月第2・4木曜日 三日月町 ゆめりあ

9 ：30～11：30毎月第2・4金曜日 小城町 桜楽館

毎月第1・3水曜日 牛津町 アイル

行政相談
人権相談

☎37・6112

毎月第 1 火曜日 芦刈町 あしぱる

13：30～15：30
毎月第 2 火曜日

市役所別館
（旧三日月農村環境

改善センター）
毎月第 3 火曜日 小城公民館

毎月第 4 火曜日 牛津公民館

身障者
相談

☎37・6107

毎月第 1 月曜日
市役所別館

（旧三日月農村環境
改善センター）

9 ：00～12：00

毎月第 3 水曜日 牛津町 アイル 10：00～12：00

毎月第 3 水曜日 芦刈町 あしぱる 9 ：00～12：00

毎月第 3 金曜日 小城町 桜楽館 13：30～15：30
消費生活
相　　談

（要予約）
毎週

月・火・水・金曜日
小城市役所

消費生活センター
☎72・5667

9 ：30～16：30

女性総合
相　　談

（要予約）
毎月第 2 水曜日

小城市役所
こども課（西館１階）

☎37・6109
10：00～16：00

精神障害
悩み相談 毎週月曜日 精神保健福祉センター

☎72・4797 10：00～16：00

日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

※休館日や閉館後の本・雑誌の返却は返却ポストをご利用ください。
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eco 通信エ コ

こんなトラブルにご注意を！！ ５月の納期

災害情報の収集方法ご存知ですか！

・ ogi-shimin@bousai.city-ogi.jp に空メールを送る
・ 右記ＱＲコードで読み取る。

【登録の仕方】

「小城市防災行政無線」
　防災行政無線の放送が聞こえなかった場合、放送から３時
間以内であれば電話で聞きなおすことができます。  　

「小城市防災メール」小城市が提供する防災メールです。

☎73・9238

「災いが起こる」と言われて不安になって…
開運商法のトラブル！
　広告を見て開運ブレスレットを購入したが、後日
業者から、「運勢をみる」と言われ、その後「先祖
の供養をしないと親や子どもに災いが降りかかる」
などと言われ、不安になり５０万円振り込んでしまっ
た。（６０歳代　女性）

◎�雑誌広告などで開運グッズを購入したことをきっ
かけに、祈とうサービスなど関連商品の契約をさ
せられるトラブルの相談が寄せられています。
◎�お金を多く払うことで運が開けたり幸せになった
りするわけではないことを理解し、不安をあおる
ようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品
などについては、クーリング・オフなどができる
ことがあります。

消費生活センターからのアドバイス

夜間納税相談

 消費生活センター（西館１階）　☎7２・５667
　 （月・火・水・金曜日９時30分〜16時30分）

 特定非営利活動法人　温暖化防止ネット小城事業所  【担当】陣内・原田　☎９7・９363　FAX９7・９364

税金は納期内に納めましょう！

軽自動車税 固定資産税（１期）

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】�５月８日（木）・22日（木）
【時　間】�17時15分～20時
【場　所】�税務課（西館１階）　☎37・6104

みどりのカーテン講習会
環境に関する講座
〜地球のこと、あなたの身の回りのこと、
 環境について考えてみませんか〜

　今年の夏は身近にできる省エネの取り組みとし
て『みどりのカーテン』に挑戦してみませんか?!

【日　時】　５月２7日（火）　１０時～１２時
【場　所】　小城市役所　西館２階会議室A－B
【対象者】　どなたでも可
【定　員】　先着５０人
【参加費】　無料（参加者１人に付きゴーヤ２苗を
　　　　　講座終了後にプレゼントします）

【申込方法】
　参加希望の方は住所、代表者名、連絡先、参加
人数を明記し、前日までにFAXいただくか、また
は電話でお申し込みください。（定員になり次第
締め切ります）

　婦人会、老人クラブ、子どもクラブや各地域の
もとへ出向き、出前講座を行います。（申し込み
は原則２か月前までにお願いします）
講座では、
　◦ごみ減量とリサイクルについて
　◦みどりのカーテン講習会
　◦エコバッグづくり
など、身近にできるエコ活動方法のほか盛りだく
さんの内容を準備しています。
　これまでの参加者からは「その分別は知らな
かった！」など好評です。ぜひ、ご利用ください。
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