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ムツゴロウ王国
芦刈夏まつり2014

第２回　乾杯チャリティ
ビアガーデン in 深川家

◆日時　７月15日（火）18時〜（打上花火�21時〜）
◆場所　ムツゴロウ公園　堤防周辺
　　　　（打上花火会場は芦刈海岸）
※雨天の場合、花火大会は７月18日（金）に延期。
※�各駐車場は収容台数に限りがありますので、乗
り合わせの上、ご来場ください。

※�旧小城市役所芦刈庁舎〜物産販売所「ピョンタ」
間シャトルバス運行予定。
 ムツゴロウ王国芦刈まちづくりフォーラム　

　　☎０８０・１７８８・８０5３（古賀）

　深川家では今年の夏も、小城祇園夏祭りの前夜
祭として、第２回乾杯チャリティビアガーデンを
開催します！
◆日時　７月26日（土）　18時30分〜21時
◆場所　深川家（小城町上町877）
〜2014年特別企画〜　深川家制作プロジェク
ションマッピングを屋内上映します！

 NPO法人　佐賀県CSO推進機構
　　深川家「揚羽蝶」　☎７３・１１６６（古川）

「かかしフェスティバル」
出展募集 まむし抗毒素の保有医療機関

　みなさんが作った「かかし」が、ひがん花の咲
く『江里山の棚田』に彩りを加えます。奮ってご
応募ください！
◆募集部門　一般の部、子どもの部（中学生以下）
◆日時　９月23日（火・祝）11時〜（表彰式）
◆展示場所　小城町江里山　棚田観賞広場周辺
◆展示期間　９月23日（火・祝）〜28日（日）
◆募集期間　９月１日（月）〜８日（月）（土・日除く）
　　　　　　９時〜16時
◆受付場所　農林水産課
　　　　　　（出展者で搬入）
◆参加費　�無料
◆賞　出展者には参加賞があります。
入賞者には地元特産品などの賞品を贈呈します。
◆規定　作品の大きさや材質に決まりはありませ
んが、大人２人程度での運搬・移設設置などの作
業が可能なもの。�また、展示期間中は雨風にさら
されることもあるので、防水性、耐久性を考慮し
て作成してください。
　古来のイメージにとらわれない工夫を凝らした
個性豊かな作品をお待ちしています。

 農林水産課（東館１階）　☎３７・６１２5

　万が一、まむしにかまれた時のためにチェック
しておきましょう。受診の際は、事前にご確認く
ださい。（平成26年４月現在の保有医療機関）
◆小城市民病院　　（小城町）　☎73・2161
◆石井外科医院　　（小城町）　☎73・3641
◆樋口クリニック　（牛津町）　☎66・4838

 健康増進課（西館１階）　☎３７・６１０６

バーベキューなどで発生する
炭火の後始末にご注意ください！

・�直接水をかけると水蒸気が上がり灰が飛び散る
ので危険です。

・�山などに炭火を捨てないでください。残り火は
山火事の原因となります。

・�燃え残りの炭火を水バケツの中に入れ、１つず
つしっかり消火しましょう。

・�温度が下がるまで燃焼させ、消火しましょう。
※�これからの季節は炭火の処理だけでなく、花火
の取り扱いにも十分注意しましょう。
 小城消防署　予防指導課　☎６６・１54１
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悩みごとは小城市民
１日合同行政相談へ

　毎日の暮らしの中で、困っていることはありま
せんか？各種相談窓口が市役所に集まって１日合
同行政相談所を開設します。
◆日時　７月22日（火）10時〜15時
◆場所　小城市役所　大会議室（西館２階）
◆相談　無料（先着順）
◆相談時間　１人おおむね30分以内
　　

相談内容（例） 参加機関（予定）

法律相談 佐賀県弁護士会

年金相談 佐賀年金事務所

健康保険 全国健康保険協会
佐賀支部

登記・戸籍 佐賀地方法務局

相続問題 佐賀県司法書士会

いじめ・虐待問題 人権擁護委員

消費生活相談 消費生活相談員

住宅相談 建築士

行政全般 佐賀行政評価事務所・
行政相談委員

県政全般 佐賀県

市政全般 小城市

※�７月22日（火）の定例行政相談・人権相談（牛
津公民館）は、合同行政相談を開催するため、
開催しません。
  総務課（西館2階）　　　　☎３７・６１１２

　　総務省佐賀行政評価事務所　☎２２・２６5１

指導員（夏休み期間）募集!! 

介護予防教室
ヤングシニアコース

　小城市放課後児童クラブでは、夏休みに指導員
として勤務してくださる方を募集しています。
　放課後児童クラブとは、働く保護者を支えるた
めに、小学１年生から３年生までをお預かりして
いる所です。そこで勤務する指導員は、子どもた
ちの遊びや生活に関わりながら、子どもたちが健
やかに育つサポートをします。子どもたちの成長
を間近で感じることができ、「子どもたちの未来を
つくる」素晴らしい仕事です。�
　子どもが好きな方、興味のある方はお気軽にお
問い合わせください。
◆勤務期間　７月19日（土）〜８月29日（金）
　　　　　　８時30分〜18時�
◆勤務内容　
　放課後の児童の健全育成
　に関すること。

 NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会
 　　　☎０８０・６4０８・5８5６（長尾）

　身体・認知機能や口腔・栄養面などについて総
合的に学習する教室です。
　また、講師を招き、運動・認知症・福祉制度・口腔・
生活習慣病などに関する講座も予定しています。
　ぜひ、ご参加ください。
◆時期　９月〜平成27年２月（12回開催）
◆場所　アイル
◆対象者　65歳〜74歳の男女
◆定員　20人
◆募集期限　８月末（定員になり次第終了）
※詳細については、お問い合わせください。

 小城市社会福祉協議会　牛津支所
　　　（北村・永渕）　☎5１ ・5３２4
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長光園小城生活介護センター
内　容：通所により自立の促進・生活改善・身体機能の向上等を図る事が出来るように各種サービスを
　　　　提供します。
定　員：１日20名　　送　迎：片道30分程度の範囲　　提供日：月～金９:00～15:30（盆・正月を除く）
その他：対象者や料金等は詳しくは個別にお尋ねください。

【問い合わせ先】
　〒845-0032　小城市三日月町金田1128－1
　TEL　0952－20－1335
　FAX　0952－20－1451　　担当　下川典枝

※一般浴槽の他に、特殊な機械浴槽を2台設置し、重度の方にも対応いたします。

※非常勤でＰＴ（理学療法士）も配置しており、
　月・金曜日の午後はリハビリも受ける事が
　できます。（無料）
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天山荘
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定住奨励金の申請は
お済みですか？？

　平成26年４月１日以降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　市内の借家などに居住されていた
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年以上一世代または二世
代で市内に居住し、新たに三世代同居を始めら
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。

 企画課（西館2階）　☎３７・６１１5

第21回　21世紀社会福祉
セミナー

　経済的困窮者や社会的に孤立している人々の支
援を考えるセミナーを開催します。
◆日時　６月29日（日）
　　　　13時〜16時30分
◆場所　アバンセホール
◆ 内容　「知っていますか？生活困窮者の自立支
援について」

　〜新しいセーフティネットの構築を目指して〜
◆講師　熊

くま
木
き
正
まさ
人
と
　さん

　（厚生労働省　生活困窮者自立支援室　室長）
◆定員　300人
◆参加費　無料
◆申込期限　６月27日（金）

 佐賀県社会福祉士会
　　　☎３６・5８３３　FAX３６・６２６３

子育ていきいきセミナーを
開催します！

　今回は子育て中のお母さんの体験発表がありま
す。子育ての成長やしつけ、勉強の悩み解決の糸
口がみつかります。お気軽にご参加ください。
◆日時　７月６日（日）　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「子育てセミナー実践報告会」
◆講師　西

にし

郡
ごおり

　美
み

代
よ

子
こ

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
　☎７３・4８３4（佐藤）　☎０9０・１9２4・5６9１（永江）

“社会を明るくする運動”に
ご協力をお願いします

　“社会を明るくする運動”はすべての国民が、
犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの改善更生
について理解を深め、犯罪や非行のない地域社会
を築こうとする全国的な運動です。犯罪や非行の
ない安全安心な社会を築くには、犯罪や非行から
立ち直ろうとする人たちの意欲を認め、地域社会
の中に受け入れ、見守り、支えていくことが必要
です。
　市内でも、保護司会
をはじめとした社会を
明るくする運動推進委
員会によるＰＲ活動が
予定されています。

 小城・多久地区更生保護サポートセンター
　（小城市役所別館）☎７２・７9１5
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専門士業団体による
無料相談会を開催

◆日時　７月５日（土）　10時〜15時
◆場所　メートプラザ佐賀２階　視聴覚室
　　　　（佐賀市兵庫北３－８－40）
◆相談料　無料　※事前予約不要
◆ 相談員　司法書士、税理士、不動産鑑定士、行
政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、中
小企業診断士

◆ 相談内容　多重債務、登記、相続、遺言、年金、
労働問題、土地・建物の評価など

 佐賀県専門士業団体連絡協議会
　　　☎２８・３７７７

慰霊巡拝の実施について

　旧主要戦域となった陸上や遺骨収集の望めない
海上などにおける戦没者の遺族を対象として、厚生
労働省が実施する慰霊巡拝の参加者を募集します。
　実施日程、申込締切日などは地域ごとに異なり
ます。詳細はお問い合わせください。
◆ 派遣地域　インド、マリアナ諸島、トラック諸島、
フィリピン、硫黄島、マーシャル諸島
 佐賀県庁 地域福祉課 援護恩給担当

　　☎２5・７０5８

求職者支援訓練・実践コース（販売・営業・事務分野）

【訓練日】　月曜日～金曜日　【訓練時間】9:45～16:20　1日6時間（78日間）
この期間内の土曜日・日曜日・祝日はお休みです

※受講料無料（教材費4,860円と実習先までの交通費は受講者負担）

化粧品＆ネイル
販売　営業力　養成科

訓練番号4-26-41-02-03-0015 

【訓練実施施設】 安永トレーニングセンター

 佐賀県小城市小城町畑田2626-1
 TEL 0952-37-7813　　

訓練実施期間　平成26年8月20日（水）～平成26年12月19日（金）
募 集 期 間　平成26年6月18日（水）～平成26年7月18日（金）

詳しいコース案内が

ハローワークにございます

佐賀の情報が結集したサイトが誕生

さがす   ばんた
ＯＰＥＮ

さがすばんた で 検索

佐賀の
印刷物

佐賀の
魅力

佐賀の
ホームページ

探

最新情報は　　　　　　で随時更新中

新生

さがすばんたは、

もっと佐賀を元気に

もっと佐賀を賑やかにする

応援をしています。
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第12回　佐賀平野「水と歴史」
の探検隊

　北山ダムの施設見学や体験活動、石
いし
井
い
樋
び
や川

かわ
上
かみ

頭
とう
首
しゅ
工
こう
での見学や体験活動を行います。

◆日時　８月20日（水）　８時30分〜16時30分
　　　　（小雨決行、悪天候の場合は延期または中止）
◆場所　石井樋〜川上頭首工〜県民の森〜北山ダム
　　　　（貸し切りバス使用、昼食は用意します）
◆対象　小学４〜６年生と保護者
　　　　（小学生のみの参加も可）
◆定員　40人程度（定員になり次第締め切ります）
◆参加費用　大人300円、子ども100円
◆受付方法　参加希望者全員の名前、住所、電話
番号、学校、学年を記入の上、FAX、はがき、ま
たはメールで応募してください。応募受付後、結
果の連絡を行い、参加者には、８月上旬に集合場
所や行程表などを郵送でお知らせします。７月１
日（火）から受け付けを開始します。

 水土里ネットさが土地（佐賀土地改良区）
　　〒８4０－０８１１　佐賀市大財三丁目８番１5号
　　☎２２・4３８２　FAX ２9・１０4８
　　  soumuka@sa-tochi.jp

平成26年度　佐賀中部広域連合
消防職員募集

◆募集人員　６人程度
◆受験資格
Ａ  大卒程度：昭和６１年４月2日〜平成５年４月１

日までに生まれた方。
Ｂ 高卒程度：平成2年４月2日〜平成９年４月１

日までに生まれた方。（大卒者と大卒見込者を除く）
Ｃ 救急救命士：昭和６１年４月2日〜平成７年４月

１日までに生まれ、救急救命士の免許を有する方。
◆受付期間　７月25日（金）〜８月11日（月）　
　　　　　　�（土・日は除く）
◆第１次試験　９月21日（日）
◆応募方法　「採用試験申込票」で申し込んでく
ださい。「申込票・試験案内」は、佐賀広域消防局
の総務課、各消防署(分署と出張所を含む)に備え、
７月１日から配布します。郵送を希望される方は、
封筒の表に「採用試験申込票請求」と朱書きし、
必ず140円切手を貼ったあて先明記の返信用封筒
（定形外角形２号：A4サイズが入る
大きさ）を同封してください。

 〒８49－０9１9
佐賀市兵庫北三丁目５番１号
佐賀広域消防局　総務課　人事係　☎３０・０１１１
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ハローワーク佐賀の
「こころの健康相談」

　「最近やる気がでなくて」「家族の体調が悪いみ
たい」など悩んでいることがあれば、メンタルヘ
ルスの専門家（臨床心理士）に相談してみませんか。
◆相談日　毎月第１・３・４木曜日（予約制）
◆時間　13時〜17時
◆場所　ハローワーク佐賀

 ハローワーク佐賀　☎２4・4３６１

第44回佐賀県人権・同和教育
研究大会（全体会）

◆大会テーマ　人権教育・啓発・まちづくりをす
すめていくために学校・家庭・地域の連携の在り
方を明らかにしよう！
　〜「個」と「個」が束ね合わさった「協働」の
　取り組みをめざして〜
◆日時　８月８日（金）　14時〜16時30分
◆場所　佐賀市文化会館　大ホール
◆内容　①開会行事
　②記念講演
　「差別意識のカラクリ」
　講師　奥

おく
田
だ
　均

ひとし
　さん

◆参加費　800円（資料代を含む）
　詳細は佐賀県人権・同和教育研究協議会のホーム
ページをご覧ください。

 佐賀県人権・同和教育研究協議会事務局
　　　☎６２・６4３4

戦没者遺児の皆様へ

　旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地
域の住民と友好親善を深めることを目的とした慰
霊友好親善事業の参加者を募集しています。
　日程など、詳細はお問い合わせください。
◆対象者　戦没者の遺児
◆実施地域　西部ニューギニア、旧ソ連、マリア
ナ諸島、東部ニューギニア、トラック・パラオ諸島、
ボルネオ・マレー半島、フィリピン、ソロモン諸
島、ミャンマー、台湾・バシー海峡・インド・中国・
ビスマーク諸島、マーシャル・ギルバート諸島
◆参加費　９万円

 （一財）日本遺族会事務局
　　☎０３・３２６１・55２１

砂糖が通った道「シュガーロード」
ロゴマーク募集！

◆応募期限　7月31日（木）※必着
◆募集作品　・デザインサイズはＡ4以内
・�「ロゴマーク」に「シュガーロード」の文字を
入れてください。（表記についてはカタカナ、ア
ルファベットなど自由）

・オリジナル・未発表に限ります。
・お一人何点でも応募できます。
◆応募資格　どなたでも応募できます
　　　　　　（国内外問わず）
◆賞　最優秀賞（１点）　賞金50,000円
※�ただし、受賞者が高校生以下の場合、賞金は同
額分の図書カードとします。

◆応募方法
・�ロゴマークのコンセプト、住所、氏名ほか必要
事項を必ず記入の上、下記まで郵送、メールに
て送付してください。

・�メールで作品を提出する場合のファイル形式は
JPEG形式、もしくはPDF形式とします。

◆審査発表　受賞者には後日通知を送付します。
※�詳しい募集要項、応募用紙はシュガーロード連
絡協議会のホームページをご覧ください。

 〒８5０－８６８5　長崎市桜町2－２２
長崎市役所商業振興課　【担当】松尾・濱本
☎０95・８２9・１１5０　FAX ０95・８２9・１１5１

 shogyo@city.nagasaki. lg.jp

福祉マンパワー合同就職面接会

　県内の福祉施設や病院、在宅介護サービス事業
所などで働きたい方々のために、就職面接会を開
催します。
◆日時　７月18日（金）（受付：13時〜15時）
　　　　13時30分〜15時30分
◆場所　佐賀県総合体育館
◆内容　・参加者と参加事業所との面接会
・�福祉関連資格の取得方法や福祉分野の仕事内容
についての相談

◆参加費　無料　※事前申込不要
 佐賀公共職業安定所　　☎24・4362

　��佐賀県社会福祉協議会　☎28・3406

検索シュガーロード連絡協議会
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募集情報

開催案内

CSO（市民社会組織）からの
提案を募集します

佐賀県がん患者（家族）
集いの会

　住民満足度の高い公共サービスを実現する新た
な担い手としてCSOへの期待が高まる中、県や小
城市ではCSOからの提案を求めています。
　昨年度は、県と市町
が担う業務に対して、
159件の提案があり、
110件が採択されまし
た。
　今年度も、CSOの皆
さんから、県や小城市
の事業に対する提案を
募集しますので、奮っ
てご応募ください。
◆事業名
　佐賀県CSO提案型協働創出事業
◆募集期限
　９月１日（月）
※提案書の様式などは、お問い合わせください。
※CSOとは、Civil�Society�Organizations（市民
社会組織）の略で、NPO法人、市民活動団体、ボ
ランティア団体に限らず自治会、婦人会、老人会、
PTAなどの組織・団体も含めた呼称です。

 CSO市民活動センターようこそ
　　　☎７２・３5６６（西岡）
　　　☎０８０・4２9７・２７６5

　互いに励ましあい、情報交換を行う交流の場です。
◆日時　７月７日（月）
　　　　12時30分〜16時（開場11時〜）
◆場所　佐賀県総合保健会館
　　　 （佐賀市天神１丁目４－15）
◆内容
・ １１時〜　“くつろぎ喫茶”で飲み物を用意して
います。※食事をされたい方は、持込可。

・１２時３０分〜１３時３０分
　超簡単!!手作りキャンドルをつくろう
・１３時３０分〜１６時　親睦・交流会
◆対象者　がん患者・その家族30人（受付順）
◆参加費　１人300円
◆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。
※�電話受付は毎週月・水・金の10時〜13時、14
時〜16時で受け付けます。

◆申込期限　７月２日（水）
 公益財団法人　佐賀県総合保健協会

　　　☎２７・4６６６

放送大学10月入学生募集

　放送大学はテレビなどの放送やインターネット
で授業を行う通信制の大学です。働きながら学ん
で大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さ
まざまな目的で、幅広い世代の方が学んでいます。
　現在、平成26年10月入学生を募集しています。
詳しい資料を無料で送付します。
◆募集学生の種類
－ 教養学部 －
科目履修生（６か月在学し、希望する科目を履修）
選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修）
全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す）
－ 大学院 －
修士科目生（６か月在学し、希望する科目を履修）
修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修）
◆出願期限
　８月31日（日）
　（インターネットでの出願も受け付けます）

 資料請求（無料）
〒８4０-０８１5　放送大学佐賀学習センター
☎２２・３３０８

『佐賀県CSO提案型協働創出
事業』の説明会を開催します

　県や市町が担う業務に対して、「私たちのCSO
（団体）なら、もっと質の高い公共サービスを提供
できる！」と、県や市へ提案を行うCSO提案型協
働創出事業の概要や提案書の書き方などの説明会
を開催します。
◆日時　７月４日（金）
　　　　18時30分〜20時30分
◆場所　深川家（小城町上町877）
◆講師　佐賀県男女参画・県民協働課
◆参加費　無料
※事前申込不要

 CSO市民活動センターようこそ
　　　☎７２・３5６６（西岡）
　　　☎０８０・4２9７・２７６5検索放送大学
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サガン鳥栖★情報！サガン鳥栖★情報！

【チケットに関するお問い合わせ】 株式会社サガン・ドリームス　☎0942・81・5290

小城市はサガン鳥栖と交流宣言を締結しています。

刈り草を使ってみませんか？

　武雄河川事務所は、平成26年度も敷きわらや堆
肥などに有効利用していただける方に無料で刈り
草を提供します。
◆刈り草の発生時期
　①５月〜７月　②10月〜12月
◆発生量
・六角川：約2,500トン��・松浦川：約1,300トン
◆主な用途
　堆肥、畑の敷きわら、家畜の飼料など
◆注意点
①�刈り草の転売を目的とされる場合は引き取りを
お断りします。

②�希望者が多い場合、ご希望の量を確保できない
ことがあります。

③�刈り草の使用に関しましては、全て自己責任で
お願いします。

◆申込期限　11月28日（金）
 国土交通省武雄河川事務所

　　　☎０954・２３・７9３4

　５月６日（火・祝）のホーム柏レイソル戦後、Ｊリーグのシーズン
途中としてはクラブ史上初の単独Ｊ１首位へと躍り出たサガン鳥栖。
　中断期間が明けると、ヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、セレッ
ソ大阪と、強敵との試合が続きます。今シーズンタイトル獲得を目標
に掲げているサガン鳥栖としては、何としても勝ち星を挙げたいとこ
ろ。特に７月23日（水）、中断期間明け最初のホームゲームの相手はリー
グ屈指の攻撃力を誇る川崎フロンターレ。この試合では福岡ソフトバ
ンクホークス「鷹の祭典」とコラボした赤色の野球ユニフォームを来
場者全員に配布！もちろん、サガン鳥栖の選手たちも赤色の特別ユニ
フォームに身を包んで戦います。この日はベストアメニティスタジア
ムを赤色に染めて、リーグ中断期間を経てさらにパワーアップした選
手たちを後押ししましょう！　（５月15日著）

　チケットはセブン－イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルＫ
サンクスなどのコンビニエンスストアでもご購入いただけます。

７月・８月
ホームゲーム

サガン鳥栖、クラブ史上初の首位に
vol.2

試合 開催日 キックオフ 対戦相手 会場
Ｊ１第16節 ７月23日（水） 19時 川崎フロンターレ ベストアメニティスタジアム

Ｊ１第18節 ８月２日（土） 19時 名古屋グランパス ベストアメニティスタジアム

Ｊ１第20節 ８月16日（土） 19時 FC東京 ベストアメニティスタジアム

中小企業・小規模事業の
経営者の皆様へ

　個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、
事業が破綻しても一定の生活費などを残すことが
できるルールができました。
① 法人と個人の資産・経理が明確に分離されてい

る場合等において個人保証が不要になること
② 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰ま

る前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一
定の生活費等が残ること

を定める「経営者保証に関するガイドライン」が、
中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。
金融機関と相談したい方、詳細は下記までご相談
ください。

 小城商工会議所　☎７３・4１１１
　　牛津芦刈商工会　☎６６・０２２２
　　中小企業基盤整備機構九州本部
　　☎０9２・２６３・０３００
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