
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　おはなしかい】
　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？
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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］　７月７日（月）〜20日（日）
�①９時45分〜　②17時〜　③19時45分〜

７月の休館日

本丸くん７月巡回表
巡回日 時間 場所

１日（火） 14：00〜14：45 ケアハウス　アミジア
９日（水） 10：15〜10：45 西分農村公園
11日（金） 10：00〜10：30 大地町駐在所

1６日（水）
11：20〜11：50 赤れんが館
13：30〜14：00 遠江（九州コーユー駐車場）

18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

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 小城町�桜楽館

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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場所を変更
しています
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くらしの
情　報

こんなトラブルにご注意を！！

買い取られた貴金属 クーリングオフできます
　「不用品を買い取ります」と言う電話があり来訪
してもらった。業者は用意したものはざっと見た
だけで ｢貴金属はないか｣ としつこく聞いてきた。
仕方なく金のネックレスなど４点を見せたところ、
「それを売って欲しい」と言われた。断ったが、業
者がなかなか帰ってくれず、あきらめて売却した。
冷静になり後悔が強くなり、「返して欲しい」と連
絡したが、「もう手元にないし、クーリングオフは
できない」と断られた。

◎訪問購入にもクーリングオフが適用になります。
　�法律で定められた書面を受け取って８日以内であ
れば無条件で解約できます。
◎�売却に関しては、その場で決めずに家族に相談し
ましょう。
◎売却したくない時は、きっぱりと断りましょう。

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）

税金は納期内に納めましょう！

固定資産税（2期） 国民健康保険税（2期）

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】�７月10日（木）・24日（木）
【時　間】�17時15分〜20時
【場　所】�税務課（西館１階）　☎37・6104

７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」　☎73・9238
　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。

お得な３つの夏の省エネ！ みどりのカーテンフォトコンテスト作品募集！
〜佐賀県在住の方ならどなたでも応募大歓迎！！

１．クールシェア
　無理せず、無駄なく、楽しんで�
みんな集まればお得な省エネ！
　セリオに行けばお得な情報がある
かも！？
2．夏のエコドライブ
　エンジン切る前にエアコンオフ！
　事前に渋滞情報を確認！
　降りるときには、サンシェード（フ
　ロントガラスの日よけシート）！
３．九州エコライフポイント
　７月、８月、９月の電気検針票を
送れば500ポイント分ゲット！
　さらに電気量削減すればポイント
上乗せゲット！また、抽選で九州各
県の特産品をゲット！

【作品】・データでの応募を基本とする
・サイズの指定なし　・応募は一人１作品のみ
・デジタルカメラ、携帯電話による撮影可

【応募期限】　９月30日（火）※必着
【応募方法】　�Eメールでの応募の際は、件名に「フォトコンテスト

応募」、本文に題名、年齢、学校・職業、氏名、住所
電話番号、ひとことエピソードを明記のうえ、写真を
添付してご応募ください。他の応募方法は、ご相談く
ださい。

【展示場所（予定）】� 10月：さが環境フェスティバル
� 11月：小城エコフェスタ

【発表】　�審査結果は当法人のホームページで発表するとともに、　
入賞者には直接通知します。（11月下旬予定）

【賞】　最優秀賞（5,000円）１点／優秀賞（3,000円）１点／
　　　入選（2,000円）３点　※上記金額相当の図書カード

【送付先】　  info@ondanka-boushi.net

eco 通信エ コ

 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
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