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開催案内

小城館　夏のおはなしかい

小城のお宝 絵画・調べ学習
コンクール

　影絵や工作など、楽しいことがいっぱいつまっ
た夏のおはなしかいです。ようかん右衛門も来ま
す！ぜひ、遊びにきてください！
◆日時　8月２日（土）
　　　　14時30分～（１時間程度）
◆場所　桜城館　２階　研修室
◆内容　影絵、パネルシアター、紙芝居、
　　　　工作など

 小城市民図書館　小城館　☎7１・１１3１

　小城市の文化や施設、歴史や人物などを調べて
応募してみませんか？
◆募集期間　8月１日（金）～９月７日（日）
◆対象者　小学１年生～６年生
◆表彰式　９月20日（土）
◆展示場所　桜城館　２階
◆展示期間　９月19日（金）～28日（日）

 小城市民図書館 三日月館　☎7２・494６

小城市公民館体験講座
「筆ペン美文字レッスン」 牛津分室

夏の大きなおはなしかいいざというときの冠婚葬祭に備えて！
◆開催日程

1 8月５日(火) １0：00
～１１：３0

ドゥイング三日月
視聴覚室�東

2 8月19日(火) １３：３0
～１５：00

牛津公民館
２階�和室

3 ９月９日(火) １0：00
～１１：３0

ドゥイング三日月
視聴覚室�東

4 ９月23日(火・祝) １３：３0
～１５：00

牛津公民館
２階�和室

◆内容　実用書道（金封・芳名録・のし紙の書き方）
※各日程、同じ内容です。
◆対象者　成人の方向け
◆定員　各日程　15人（先着順）
※�各日程定員となり次第締め切らせ
ていただきます。

◆参加料　500円（材料費）
◆持ってくるもの　筆ペン・文ちん
◆申込締切日　各日程２日前まで
◆託児　対応可　事前にご相談ください。

 三日月公民館　☎7２・１６１６
　　　牛津公民館　　☎37・６１43

　暑い夏に、涼しい部屋でゆっくりとおはなしを
楽しみませんか？いつものおはなしかいより、内
容もパワーアップ！ぜひ、遊びにきてください♪
◆日時　8月21日（木）（１時間程度）
　　　　10時50分開場／11時開演
◆場所　牛津公民館　２階　第２研修室
◆内容　パネルシアター、大型絵本、紙芝居、
　　　　工作など
※8月17日（日）のおはなしかいはありません。

 小城市民図書館　牛津分室　☎37・６１44

子ども向け体験講座
牛津宿場華太鼓「太鼓の体験」

　お気軽に参加ください。
◆日時　①７月26日（土）　②8月 ２日（土）
　　　　③8月 ９日（土）　④8月16日（土）
　　　　15時30分～17時
◆場所　旧議会棟　議場（牛津体育センター南側）
◆対象者　小学１年生～中学３年生
※事前申込不要。

 牛津公民館　☎37・６１43
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開催案内

人権啓発ポスター作品募集

農業用ため池に潜む危険

地域再生計画の事後評価

第50回牛津町子どもクラブ
夏期作品展が開催

　入賞者には賞状と副賞があり、12月の人権週間
に表彰式を行います。応募者には参加賞がありま
す。たくさんの応募をお待ちしています。
◆対象者　市内の中学生
◆題材　人権尊重をテーマとしたもの
◆用紙　４つ切り画用紙（縦横自由）�
◆画材　水彩絵具、クレヨン、パステルなど
◆募集期限　９月12日（金）
◆提出先　各中学校または各出張所市民課窓口

 小城市社会人権･同和教育推進協議会
　（人権･同和対策室内）☎37・６１００

　今年５月に県内の農業用ため池で、ボートに乗っ
て遊んでいた高校生１人が死亡するという事故が
発生しました。農業用ため池は、農業用水を確保
することを目的とする施設であり、水遊びや魚釣
りを楽しむための施設ではありません。
　季節も夏になり、水遊びや魚釣りなどを楽しむ
方もいると思いますが、農業用ため池は大変危険
ですので、立ち入らないようにしてください。

 農村整備課（東館１階）☎37・６１２7

　市では、平成19年度から平成23年度を計画期間
として、地域再生計画を策定し、市道の歩道整備や、
林道の整備を行いました。
　今回、本事業の事後評価結果がまとまりました。
　内容は、市ホームページから閲覧できますので、
ぜひご覧ください。

 企画課（西館２階）☎37・６１１5

　夏休みに制作した牛津町内の子ども達の作品を
展示します。本年度は第50回記念特別企画として、
初日に「牛津っ子ナイトミュージアム」を開催。ヨー
ヨー、綿菓子、ポップコーンなどの夜店があります。
　また、牛津高の牛っ娘ジャンベ、民謡青山会、
牛津宿場華太鼓ジュニアのステージや、映像クリ
エーター藤

ふじ
井
い
啓
けい
輔
すけ
さんと書道家山

やま
口
ぐち
芳
ほう
水
すい
先生によ

るプロジェクションマッピング（※）が催されます。
（※）�建築物など立体物の表面にプロジェクターで

映像を投影する手法のこと。
◆日時
・8月24日（日）　10時～20時（展示）
　　　　　　　　　 18時～20時30分
　　　　　　　　　（牛津っ子ナイトミュージアム）
・8月25日（月）～26日（火）　10時～18時（展示）
・8月27日（水）　10時～15時（展示）
　しおり作りなどの体験コーナーもあります。
◆場所　牛津赤れんが館
◆入場料　無料

 パレットクラブ牛津（牛津公民館内）
　　　☎37・６１43

第17回　祇園コンサート
ザ・ハンガーズ『オールディーズ　タイム』

　夏の風物詩「小城祇園夏祭り」の前夜祭！
　国登録有形文化財の酒蔵に響きわたる50～80
年代のオールディーズ演奏で盛り上がりましょう!!
◆日時　７月26日（土）
　　　　開場　18時／開演　18時30分～
◆場所
　小柳酒造株式会社　高砂本蔵（小城町上町）
◆入場料　無料

 祇園コンサート実行委員会
　　小柳酒造株式会社　☎73・２００3
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●トライアル 　セブン
●イレブン

●江口病院

●
㈱ヒゼン
●

至 佐賀至 武雄

洋服の青山●

至 多久

国道34号線

久保田駅

「放課後等デイサービス」「放課後等デイサービス」 三日月町金田1070-1（江口病院南）

FAX 0952-37-5698
http://amanekuissai.jimdo.com/

☎0952-37-5594

県内初 医療的ケア対応

お気軽にお問い合わせください

障がいを持った
　　子どもたちのための
障がいを持った
　　子どもたちのための

始めます始めます
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平和祈念の黙
もく

祷
とう

に
ご協力ください

　原爆死没者の冥福と恒久平和の実現を祈念する
ため、サイレンの吹鳴（30秒間）を行います。
　皆様のご理解と職場やご家庭での黙祷について、
ご協力をお願いします。
◆実施日時

【原爆犠牲者への追悼】
・8月６日（水）8時15分
・8月９日（土）11時02分

【戦没者への追悼】
・8月15日（金）12時

 福祉課（西館１階）☎37・６１０7

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　8月30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。

 小城町消費者グループ　代表　東島　☎7２・5２１１

江里山蕎
そ

麦
ば

の会　会員募集

　あなたも蕎麦づくりを体験しませんか。
　江里山の棚田で、７月下旬の草刈りからスター
トし、蕎麦蒔き、刈り取り、脱穀など月１回ほど
の作業をした後、年末または新年に新蕎麦を手打
ちで試食します。江里山を守ってこられた集落の
方々に感謝し、月１回の作業参加が原則です。
※�まちづくりが目的のため、プロやプロ志望の方
の参加はお断りします。

◆年会費　2,500円（臨時徴収の可能性あり）
◆募集人数　25人

 田中正照（牛津町）　自宅  ☎６６・０8２６
　　自宅PC　masa-tanaka@mx7.tiki.ne.jp
　　江里山蕎麦の会ブログ
　　http://blog.livedoor.jp/eriyamasobanokai/難病相談のお知らせ

　疾患や治療方法、日常生活のことについて専門
医が相談に応じます。

相談内容 相談日

神経系難病
（脊髄小脳変性症、多系統委縮症など） 8月26日（火）

パーキンソン病関連疾患
（神経難病も含む） ９月４日（木）

膠原系難病
（全身性エリテマトーデス、強皮症など） ９月30日（火）

後縦靭帯骨化症 11月11日（火）

◆時間　14時～15時30分
◆会場　佐賀中部保健福祉事務所　第2面接室
　　　　（佐賀市八丁畷町１−20）
◆相談料　無料（要予約）

 佐賀中部保健福祉事務所　健康推進課
　　　精神保健担当　☎3０・１６73

相撲甚句体験講座

　どなたでも参加できます。
◆日時　8月24日（日）　13時～14時
◆会場　牛津公民館　第１研修室
◆内容　伝統芸能相撲甚句の体験

 牛津公民館　☎37・６１43
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佐賀の情報が結集したサイトが誕生

さがす   ばんた SA GA

さがすばんた で 検索
最新情報は　　　　　　で随時更新中

新生 印刷物を
さがす

魅力を
さがす

ホームページを
さがす

探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。

問い合わせ先　株式会社 音成印刷　TEL 0952－73－4113

http://sagasubanta.com/
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開催案内

節電へのご協力をお願いします

◆期間　７月１日（火）～９月30日（火）の平日
　　　（8月13日～15日を除く）
◆時間帯　９時～20時
※�昨夏、取り組んだ節電を目安に、生活・健康や
生産・経済活動に支障のない範囲で節電にご協
力ください。

 九州電力株式会社　佐賀営業所
　　　☎０１２０・98６・3０3

「アザメの瀬」
夏休み自然環境教室

　「アザメの瀬」には、さまざまな環境が形成され、
多種多様な生き物が生息しています。そこにすむ
生物と生息場の関係などを体感するため、環境学
習教室を実施します。
◎「アザメの瀬」夏休み自然環境教室
◆日時　8月17日（日）９時30分～16時
◆場所　唐津市相知町アザメの瀬
◆内容　「アザメの瀬」の湿地で、水生生物を調査
◆対象者　原則小学４年生以上
◆募集人数　40人程度
◆参加費　1,000円（弁当代、お茶代、保険料）
◆申込期限　8月8日（金）
◎プレイベント
◆日時　8月16日（土）14時～
◆場所　唐津市相知町アザメの瀬
◆内容　昆虫採集、夕食（バーベキュー）、
　　　　公民館宿泊、朝食
◆対象者　昆虫に興味のある親子　先着10組程度
◆参加費　2,000円
◆申込期限　8月8日（金）

 国土交通省武雄河川事務所
　　　地域防災支援交流窓口
　　　☎０954・２3・5１75

企業説明会　IN　SAGA

　若年求職者、来春大学等卒業者を対象に企業と
のマッチングの場を設けます。
◆日時　8月６日（水）
　　　　12時受付開始／13時～16時
◆場所　佐賀市文化会館　1階�イベントホール
◆対象者　45歳未満の求職者、来春大学など
　　　　　（大学、短大、専門学校）卒業予定者
◆参加費　無料

 株式会社キャリアサプライ
　　　【若年者地域連携事業受託者】☎２7・６１２０

司法書士の無料法律相談会

　8月３日「司法書士の日」にちなんで、無料法
律相談を行います。お困りのことはありませんか。
◆日時　8月４日（月）　９時～17時
◆場所　県内各司法書士事務所
◆ 内容
　�登記、相続、遺言、会社設立、成年後見、クレジッ
ト、サラ金に関する事、簡易裁判所訴訟代理、
その他司法書士が行う業務に関する内容。
※�月・火・木曜日の18時～20時は、電話による無
料相談を行っています。
　（火曜日は成年後見に関する相談のみ）
　無料電話相談��☎29・0635

 佐賀県司法書士会　☎２9・０６２６
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自衛官を募集します！

◆受付期間　8月１日（金）～９月９日（火）
◆募集種目
　①一般曹候補生、②航空学生、③自衛官候補生
◆応募資格
　・①、③：18歳以上～27歳未満の方
　・②：18歳以上～21歳未満の方
◆試験日（一次試験）
①９月20日（土）午前
②９月23日（火・祝）
③男子
　９月20日（土）午後（筆記試験）
　９月24日～26日の間の１日（口述・身体検査）
③女子
　９月29日（月）（筆記・口述試験・身体検査）

 自衛隊佐賀募集案内所　☎3１・5００２

平成26年度　下水道排水設備工事
責任技術者資格試験

◆試験日　10月8日（水）
◆会場　佐賀市文化会館
◆受験料　5,000円
◆受験案内配布期間　8月１日（金）～20日（水）
※小城市役所　下水道課（東館２階）でも配布します。
◆受付期間　8月１日（金）～20日（水）
※�受験申込手続・手数料・試験科目などは、受験
案内をご覧ください。

【試験前講習会】
◆講習日　９月25日（木）
◆会場　佐賀市文化会館　
◆受講料　3,000円
◆テキスト代　2,500円
　（受験案内を確認し、受講者でご購入ください）

 佐賀県下水道協会事務局　☎33・１33０

台風時の停電に備えましょう！

　強風で飛ばされる恐れがあるものは、あらかじ
めしっかり固定しましょう。また、台風による停
電時には、電話がつながりにくくなることがあり
ます。台風など非常災害時の停電情報は九州電力
のホームページでもご確認いただけます。

 九州電力株式会社　佐賀営業所
　　　☎０１２０・98６・3０3

有明海クリーンアップ作戦2014

　有明海は、さまざまな生物がすむ自然の宝庫で
す。その海を守るため、有明海沿岸４県（佐賀・
福岡・長崎・熊本）の県民と漁業者が一緒に行っ
ている海岸清掃活動にあなたも参加しませんか。
◆日時　8月23日（土）　8時～
◆場所　東与賀海岸（干潟よか公園集合）
※参加された方には、記念品があります。
※荒天の場合は、8月24日（日）に順延します。

 佐賀県水産課　☎25・7144

検索九州電力

小
お
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ぎ
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会
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40周年記念大会

　謡曲や仕舞の稽古を積み重ねて一生懸命に演じ
ます。ぜひご来場ください。
◆日時　8月３日（日）　９時30分～
◆場所　桜楽館
◆入場料　無料

 小城嘯風会（小松）☎7２・６87６

ゲンくん アリアちゃん

第36回少年の主張佐賀県大会が
開催

　この大会は、県内の中学生が日常生活の中で感
じたこと、思っていること、感銘を受けたことな
どを発表します。
　多くの方に中学生の考えや意識などについて、
理解と関心を深めていただく機会として開催しま
す。中学生の、今の思いをお聴きください。
◆日時　8月24日（日）　13時30分～16時
◆場所　アバンセホール（佐賀市天神）
◆入場料　無料
◆出場者　予選審査に合格した10人の中学生

 佐賀県青少年育成県民会議　事務局
　　　☎２5・735０
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ルールを守って楽しい花火

平成26年度　佐賀県市町総合
事務組合職員採用試験

中高生向け　夏休み特別企画
音楽スタジオ講習「バンドクリニック」

サガン鳥栖観戦の無料送迎バス
を利用しませんか！

　気軽に楽しめる花火でも、正
しく取り扱わないと火災になっ
たり、やけどするなど思わぬ事
故につながることになります。
花火を安全に楽しむために必ず
次のことに注意しましょう！
１．安全な場所で遊びましょう
２．気象情報に注意しましょう
３．子どもだけでは絶対に遊ばないように
　　しましょう
４．注意書きを必ず読みましょう
５．水・バケツなど火を消す道具を準備
　　しましょう

 小城消防署　予防指導課　☎６６・１54１

◆職種　一般事務
◆採用人数　１人
◆受験資格
　昭和59年４月２日～平成９年４月１日までに生
まれた者で、佐賀県内に居住している方または就
学・就職などで県外に転出しているが、両親など
の保護者が佐賀県内に居住している方
◆第１次試験　９月21日（日）
◆受付期間
　8月４日（月）～22日（金）（土日を除く）
※�申込書と試験案内は、佐賀県市町総合事務組合
で交付します。郵便で請求する場合は、封筒の
表に「採用試験申込書請求」と朱書きし、必ず
120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（A4
が入る大きさ）を同封してください。

 〒84０−００4１
　　　佐賀市城内１−５−１4　佐賀県自治会館１階
　　　佐賀県市町総合事務組合　総務課
　　　☎２5・２354

◆日時　8月11日（月）17時30分～
　　　　8月25日（月）17時30分～
◆受付　8月１日（金）～　※要予約
◆対象者　・市内在住の中高生
　　　　　・市内の高校に通学する高校生
　　　　　各先着バンド１組
◆講師　サウンドスピリッツ
※�参加バンドがない場合は通常のスタジオ講習を
行います

 小城市児童センター　☎7２・１3００

夏休みはみんなでサッカーを観よう！
　県プロサッカー振興協
議会の企画でサガン鳥栖
ホームゲームへの無料送
迎バスが出ます。ぜひ、
ご利用ください。
（事前要予約）
◆対象試合
　8月16日（土）
　　19時キックオフ
　　対FC東京戦
◆場所　ベストアメニティスタジアム（鳥栖市）
◆出発時間　17時（集合時間16時50分）
◆集合場所　小城市役所　東館玄関前
◆申込方法
　生涯学習課の窓口でお申し込みください。
※�電話での申し込みはできません。
※１人につき原則５人まで申し込み可能。
◆定員　40人
◆申込期間
　8月１日（金）～8日（金）
定員になり次第、終了します。
※観戦チケットは、各自で準備をお願いします。

 生涯学習課（東館２階）☎37・６１3２
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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）
★さがびより
　（２kg）

◎詐欺を防ぐために参考になりました。自分自身に振りかかってしまった時にも役立ちそう。いろんな例をこれからも
教えてください。（41歳女性）　◎「さくら」は市民目線で書かれてあり非常にわかりやすい。（30歳男性）
◎市民病院だよりは、とてもためになるのでいつもファイルしてます。（56歳女性）
◎みどりのカーテン毎年取り組んでいます。ゴーヤの実はほどほどなりますが、葉は見事に茂り通行人に褒められて
います。（不詳）　◎家庭でのごみ処理の講習を是非お願いしたいです。（不詳）　◎どうしたらポイ捨てがなくなるか
特集を！（67歳男性）　◎簡単にできるたけのこ料理を教えてください。（36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、８月４日（月）（当日必着）までに、ご応募ください。（１人につき１通）

1 特集からの問題です
消防団の活動で水害に備えて何を作っているでしょうか。「○○○作り」

2 小城市のＢ級グルメは 3周年を迎えました。
「○○○○○3周年」

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。

５月号の答えは、①消費 と ②健診 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 28通（正解者28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。

５名様

５名様

※当選者には、商品引換券をお送りしますので、
　引換場所でお受け取りください。

引換場所：JAグリーンおぎ「よりみち」

　燃えるごみ袋の中に、燃えないごみ（空き缶、
ビン、タンブラーなど）が入っている場合があり
ます。
　燃えるごみの焼却は、唐津市にある「クリーン
パークさが」で行っています。
　ビン類や金物類が入って
いると、ごみを砕く時に機
械が壊れ、ごみを受け入れ
てもらえなくなる恐れがあ
ります。
　ビン・ガラス類や金物類
は、地域の不燃物コンテナ
へ入れてください。
　詳細は、ごみカレンダー
をご覧ください。
※�収集にご協力をお願いします。

 小城市廃棄物中継センター　☎６６・１６3０

そのごみ「燃えるごみ」ですか？ 平成26年度　佐賀西部広域水道
企業団職員採用試験

◆職種　土木（高卒程度）
◆採用人数　1人
◆職務内容　水道事業の専門的職務に従事
◆受験資格　�昭和62年４月２日～平成９年４月１

日までに生まれた方
◆第１次試験　９月21日（日）
◆受付期間
　8月４日（月）～22日（金）（土日を除く）
※�申込書と試験案内は、佐賀西部広域水道企業団
で交付します。郵便で請求する場合は、封筒の
表に「採用試験申込書請求」と朱書きし、必ず
120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（A4
が入る大きさ）を同封してください。

 〒849−０２０１
　　　佐賀市久保田町大字徳万１8６9番地
　　　佐賀西部広域水道企業団　総務課
　　　☎６8・3１8１

燃えるごみには、
入れないように
しましょう。
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