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小城町江里山　ひがん花まつり

第34回小城市牛津産業まつり
出店、フリーマーケット参加者募集

　農村景観百選・棚田百選に選ばれた小城町江里
山地区では、毎年９月中旬～下旬にかけて、見事
なひがん花が咲き競います。見頃のひがん花の時
期に合わせてひがん花まつりを開催します。
　地元農産物、加工品の販売などイベントも盛り
だくさんです。
◆日時　９月23日（火・祝）　9時～
◆会場　江里山観賞広場周辺（小城町）
≪かかしフェスティバル≫
◆表彰式　11時～
◆展示期間　９月23日（火・祝）～28日（日）
≪さが棚田展≫
◆時間　９時30分～15時30分
≪棚田コンサート≫
◆時間　13時～16時
◆無料シャトルバス
　当日は岩松小学校を駐車場として、給食センター
から会場までシャトルバスを運行します。
　給食センターからの出発時間は９時30分～15�
時までの30分おきで運行予定です。
（江里山からの最終出発時間は16時20分です）

 農林水産課（東館１階）☎37・６１25

【小城市牛津産業まつり開催日：１１月９日（日）】
◆募集内容
　産業まつり出店、フリーマーケット参加者
◆参加決定
　詳細打合せ後、実行委員会で決定します。
◆募集期限　10月３日（金）
　詳細は、お問い合わせください。

 産業まつり実行委員会事務局
　 　 （牛津芦刈商工会内）☎６６・０222

頑張っています！小城市の
子どもたち　出演者募集！

　小城市青少年育成市民会議では、「少年少女の声
大会」や「モデル子どもクラブ発表会」を行い、
その時に文化活動をしている市内の子どもたちを
紹介しています。ドゥイング三日月の舞台で、日
頃の練習の成果を発表しませんか。
（例：踊りや楽器の演奏など）
◆発表期日　それぞれ2組ずつ
　①少年少女の声大会
　　11月15日（土）
　②モデル子どもクラブ発表会
　　平成27年１月25日（日）
◆出演者　市内在住の18歳以下の方
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆発表時間　10分程度
◆応募条件
　�使用物品、楽器などを自分で持ち込める方
　（個人、団体を問いません)
◆応募期限
　９月30日（火）
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
※出演していただいた方には、お礼を用意します。

 小城市青少年育成市民会議　事務局
　 　 （生涯学習課内）☎37・６１32

第７回　葉
は

隠
がくれ

連
れん

珠
じゅ

（五目並べ）
大会開催

◆日時　９月28日（日）
　受付　11時30分～／対局開始　12時30分～
◆場所　あしぱる
◆参加資格　五目並べのできる方
◆定員　20人（先着順）
◆参加費　300円（小中学生は無料）
◆申込期限　９月14日（日）

 ０9０・４993・１75０（福島）
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屋根

外壁 内装

暑い・寒い・臭い・うるさい・結露など
省エネ屋根用遮熱塗料で
クールな屋根に大変身！

太陽光線を反射し、熱を遮る。室内の
温度を抑え、快適な環境を実現します。

機能性環境改善塗材で
住まいの不満を一挙に解消！

「健環リフォーム」で、あなたも健康的で
環境にやさしい生活を実現しませんか？

画期的な新技術！
内装向け消臭・抗菌光触媒

室内のLEDでも効果を発揮！
普段通りの生活でいつでも快適な室内に。

住まいの悩みを
解消しませんか

株式会社 小川塗装
小城市小城町541‒1
ＴＥＬ（0952）73－2928

E-mail : ogawa-tosou@ia3.itkeeper.ne.jp

一般建築塗装・設備塗装・看板作成・光触媒施工
一般社団法人　日本塗装工業会々員

見積無料
お気軽にご相談ください。
見積無料
お気軽にご相談ください。
見積無料
お気軽にご相談ください。
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育児サポーター養成講座

　子育てを応援してみようと思われる方、育児サ
ポーターになってみませんか？
　ご希望の方は講座にご参加ください。
◆日程　

◆受講料　無料
◆場所　桜楽館

 小城市子育て相互支援センター
　（小城市社会福祉協議会）　☎73・27００（船津）

パソコンよろず相談会 in 小城

　Windows�XPのサポート（マイクロソフト社）終
了で困っていませんか？
　また、Windows�Vista、Windows７、Windows
８の操作などのご相談も受け付けます。
◆講座の内容
　個別に対応の方法をお教えします。
◆日程　①�９月12日（金）
　　　　②10月10日（金）
◆時間　19時～20時30分
◆場所　牛津会館　５号室
　　　　（牛津町牛津586）
◆定員　10人（事前申込・先着順）
◆参加費　各回500円

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

第１回 ｢心に寄りそう聴き方・伝え方｣
10月２日（木）　10時～12時

第２回 ｢病気・病後の託児で気をつけること｣
10月２日（木）　15時～17時

第３回 ｢楽しい折り紙あそび｣ (実技)
10月６日（月）　10時～12時

第４回 ｢子育て支援の原理｣
10月９日（木）　10時～12時

第５回 ｢小児看護の基礎知識｣
10月14日（火）　10時～12時

第６回 ｢気になる子どもについて｣
10月14日（火）　13時30分～15時30分

第７回 ｢乳幼児の安全法｣
10月22日（水）　13時30分～15時30分

第８回 ｢子どもの栄養と食生活｣（実技）
10月23日（木）　10時～13時

第９回 ｢小城市の子育て支援｣
10月23日（木）　13時30分～14時30分

第１０回 ｢絵本の読み聞かせ｣
10月29日（水）　10時～12時

第１１回 ｢育児サポーターの役割と心得｣
10月29日（水）　13時30分～15時30分

石
しゃく

体
たい

まつり開催！！

“神々の棲む村中散策” スローライフinしゃくちゃ～
　そば打ち体験やう～まん太鼓OTAOTAの演奏、
子ども向けの催しなど楽しいイベントで、ゆった
りとした時間を過ごしてみませんか。
◆日時　９月23日（火・祝）　10時～17時
◆場所　いやしの宿ほのか周辺（小城町石体）
◆展示販売
・農産物、加工品
　（おはぎ、山菜おこわ、手作りこんにゃくなど）
・手作り小物　・お地蔵さん画　・唐津焼　など
◆食べ物販売　
・石体そば（手打ち）　・せせりの炭火焼き
・ドリンク類各種　・ねぎ焼

 笑うて暮らそうやっ会　農家民宿ほのか
　　☎72・４６93（大石）
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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

vol.21は…

小城の食堂自慢を特集！ 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

小城を 1 0 0 倍楽しくする  小城のフリーペーパー

http://oginow.sagasubanta.com

212014
Vol.

¥0
TAKE FREE

小城の食堂自慢特集

「
美
味
し
い
」
と
い
う

〝
言
葉
〞
と
〝
笑
顔
〞
が
一
番
の
励
み
。

山口　典秀 さん

きらりん

ドライブイン一平

表紙撮影場所：小城町 ドライブイン一平 店内

P14

懐かしい味、こだわりの味、
いろいろな美味しいお店をご紹介！

うまっ
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ママとパパになりたい方のセミナー
～不妊治療をお考えの方のために～

◆日時　10月４日（土）　14時～16時
◆場所　アバンセ　第３研修室
◆対象者　不妊などに悩む本人・家族
◆定員　90人（先着順）
◆ 内容　�佐賀県不妊専門相談

センター医師とカウ
ンセラーの講演、不
妊治療体験者の体験
発表

◆参加費　無料　※要予約
 佐賀中部保健福祉事務所

　　　母子保健福祉担当　☎30・2183

県営住宅入居予備者 募集

◆募集団地　小城団地
◆ 入居資格
　県営住宅条例に定める入居資格が必要です。
◆資料配布
　９月１日（月）～
　※�資料は建設課（東館１階）でも若干準備して
います。

◆受付期間
　９月４日（木）～10日（水）
　※９月７日（日）は受け付けします。
　※９月６日（土）は受け付けしません。
◆受付時間
　９時～18時
　※�登録の有効期限は、次回募集に伴う受付開始
日の前日までです。

 佐賀市城内一丁目６番５号
　　　（県庁南別館西庁舎２階）
　　　佐賀県営住宅指定管理者　佐賀管理室
　　　☎25・2525

ウィメンズカレッジ受講者募集！

　手づくりお団子で家族のだんらんを！
　小城市地域婦人会では、心豊かに過ごすための
講座を開催。どなたでも参加できます。男性の参
加も大歓迎！
◆日時　９月26日（金）　10時～11時50分
◆場所　アイル
◆内容
　「ヨモギ団子の作り方講習」
　　指導　婦人会会員
◆対象者　どなたでも
◆受講料　　無料
◆申込期限
　９月10日（水）
　各町公民館まで

 小城市地域婦人会　古賀
　　　☎６６・2６2６

三日月町晩成大学・小城町長寿大学
合同公開講座のご案内

　心豊かに生きるため、高齢者大学の受講生と共
に講座に参加してみませんか？
　たくさんの方の参加をお待ちしています！
◆日時　９月26日（金）
　　　　10時～11時30分
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆対象者　市内在住65歳以上の方
◆演題　「家庭で行う防災教育について」
◆講師　佐賀県くらし環境本部
　　　　文化・スポーツ部　まなび課
　　　　まなびネット講師　宮

みや
﨑
ざき
順
じゅん
子
こ
　さん

◆申込期限　９月22日（月）
◆受講料　100円

 三日月公民館（ドゥイング三日月内）
　　　☎72・１６１６
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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

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/

佐賀の情報がぞくぞく集結中！！
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料
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佐賀県では『41８（しあわせいっぱい）
プロジェクト』に取り組んでいます！

　県では、「さが出会いサポートセンター」を設置
し、会員制によるお見合いを行うなど、結婚支援
に取り組みます。

「さが出会いサポートセンター」
８月１０日（日）にオープン！
　さが出会いサポートセンターで
は、結婚を希望している独身男女
の１対１の出会いを支援します。
サービスを利用するためには、会員登録が必要です。
◆会員登録しませんか？
　８月10日（日）から、会員登録の募集を開始し
ます！（予約制）
・対象者　20歳以上の独身の方
・会費　6,000円/年
※�加入月から加入した年度末までに、月割したも
のを一括して納入していただきます。

・入会に必要なもの　
　入会申込書、本人・住所を確認できる書類、独
身であることを証明できる書類、写真
※�９月１日（月）から、お相手検索やお引き合わ
せなどを開始します。

◆婚活サポーターを募集！
　会員同士のお見合いの立会いや交際のフォロー
をしていただく婚活サポーターも募集します。
※詳細はお問い合わせください。

 ◦さが出会いサポートセンター
　　　　☎2０・０１5１
　　　　受付時間（月・木・金）１2時～１9時
　　　　　　　　（土・日・祝）１０時～１7時
　　　　　　　　（火・水休み）

　　　◦佐賀県こども未来課　☎25・738１

里親制度をご存知ですか

　家庭のぬくもりを求めている子どもたちのため
に里親になりませんか。
　「里親」とはさまざまな理由から家庭で養育で
きないお子さんを、自分の家庭に迎え入れ、愛情
と真心をこめて養育してくれる方のことです。
　里親になるには、一定の資格要件や、研修の受
講が必要になります。

　《里親には次の４種類の里親があります》
◆養育里親
　要保護児童を養育す
ることを希望する里親。
◆専門里親
　専門的な対応が必要
な要保護児童を養育す
る里親。
◆ 養子縁組里親
　養子縁組によって養
親となることを希望す
る里親。
◆ 親族里親
　要保護児童の両親その他要保護児童を養育する
方が死亡、行方不明または拘禁などの状態となっ
たことで養育が期待できない場合に、扶養義務の
ある親族の方で、要保護児童を養育する里親。
※�「要保護児童」とは保護者のない児童または保護
者が何らかの事情により養育できない児童です。

 ◦佐賀県中央児童相談所（里親担当）
　　　☎2６・１2１2
　　◦佐賀清光園（里親支援専門相談員）
　　　☎23・3295
　　◦みどり園（里親支援専門相談員）
　　　☎98・０2４7

検索さが出会いサポートセンター

検索４１８プロジェクト
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　「110番」は事件、事故への緊急
通報用です。緊急以外の警察に関す
る各種相談や要望・問い合わせ・ご
意見などは、警察本部警察相談室の

「☎＃9１１０」か、「☎2６・9１１０」へ
おかけください。

 小城警察署　☎73・228１

屋外広告物の許可は
受けられましたか？

　「佐賀県屋外広告物条例」が改
正され、佐賀県全域（禁止区域を
除く）で屋外広告物を新設する時
は許可が必要です。
　新たに自家用広告物（小規模のものを除く）の
表示にも知事の許可が必要となります。
※�自家用広告物とは自己の店舗や事業所などの敷
地内に、店名や営業内容などを表示する広告物
のこと。
　市内の許可申請の受付窓口は佐賀土木事務所管
理課（☎24・4346）です。
　詳細は下記へお問い合わせください。

 佐賀県まちづくり推進課　☎25・7326

成年後見に関する無料相談会（高
齢者と障がい者の相談会）を開催

◆日時　９月15日（月・祝）　10時～�15時
◆会場　アバンセ　４階　第一研修室
　　　　（佐賀市天神三丁目２－11）
◆相談内容　成年後見・相続・遺言に関すること
◆相談員　司法書士、社会福祉士
※�また、上記以外にも毎週火曜日18時~19時30
分まで成年後見・相続・遺言について電話無料
相談（☎29・0635）を実施しています。
 （公社）成年後見センター・リーガルサポート

　　佐賀支部　☎29・０６2６

特定保健指導研修受講者を
募集します！

　特定健診後の特定保健指導に従事するための研
修会です。
◆研修コース
①基礎研修コース（３日間）
　10月19日（日）・26日（日）
　11月16日（日）
②指導力向上研修コース（各１日間）
　Ａコース　11月30日（日）
　Ｂコース　12月７日（日）
◆場所　佐賀県総合保健会館
◆対象者　医師、保健師、看護師、管理栄養士
◆定員　各コース50人
◆申込期間　
・基礎研修コース
　９月１日（月）～30日（火）
・指導力向上研修コース　
　10月14日（火）～11月14日（金）
◆受講料　無料
◆申込方法
　郵送、ファックスまたはＥメールで受講申込書
をお送りください。申込書は協会ホームページか
らダウンロードできます。

 （公財）佐賀県総合保健協会内
　　佐賀保健指導支援ステーション
　　☎25・232０

検索佐賀保健指導支援ステーション

創業支援セミナーを開催します

日時 内容
【第１回】
10月６日（月）
18時30分～21時

創業にあたっての心構え

【第２回】
10月９日（木）
18時30分～21時

・創業時に必要な記帳、
　税務の基礎知識
・労務の基礎知識、各種
　助成金について
・創業融資で金融機関は
　どこを見ているか？

【第３回】
10月11日（土）
10時～16時

ビジネスプランの作成に
ついて

◆対象者　�創業希望者および第２創業を希望する
方（各回定員15人）

◆受講料　無料
◆場所　牛津芦刈商工会（牛津町牛津726-1）

 牛津芦刈商工会　☎６６・０222

９月11日は「警察相談の日」
悩んだら抱え込まずに「＃9110」
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募集情報

開催案内

　小城市内の中学生が街頭募金
活動を実施します。皆さんのご
協力をお願いします。
◆日時　８月30日（土）

 小城市社会福祉協議会
　　市民ボランティアセンター　☎73・27００

ご存知ですか？
米トレーサビリティ制度

鍋島直正公の銅像再建を目指して

健康アクション佐賀21
歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー in 鹿島

◆米穀事業者の方は
・�お米や米加工品の流通には、取引記録の作成・
保存を行い、産地情報を伝達する
・�一般消費者にお米や米加工品を販売・提供する
場合は、産地情報を伝達する
ことが法律で義務付けられています。
◆消費者の方は
　外食店や小売店で、メニューや店内表示、商品の
容器や包装を見ると原料米の産地が確認できます。

 九州農政局　佐賀地域センター　☎23・3１33

　幕末の名君、佐賀藩10代藩主鍋島直正公の銅像
再建を目指し、寄付金の募集を行っています。
　旧銅像は先の大戦時に消失しましたが、直正公
生誕200年を機に佐賀城公園に再建する計画で、
平成29年春の完成を目指しています。
　皆さんのご協力をお願いします。
◆募集期間
　平成27年６月30日まで
◆募集内容
　個人� １口�5,000円以上
　法人・団体� １口�50,000円以上

 鍋島直正公銅像再建委員会
　　　（佐賀商工会議所内）　☎2４・5１55

◆日時　10月19日（日）　※雨天屋内決行
　　　　９時30分～15時
◆集合場所　鹿島市林業体育館
　　　　　　鹿島市古枝下古枝甲1465-２
　　　　　　☎0954・62・6686
◆対象者　糖尿病の方、その他どなたでも
◆参加費　無料
◆コース
　鹿島市林業体育館～肥前浜宿～祐徳稲荷神社～
　鹿島市林業体育館（歩行距離の目安5.6㎞）
◆申込期限　10月６日（月）
（申込書に記入の上、ウォークラリー事務局へ事前
にお申し込みください）
※�申込書は市役所健康増進課または各保健福祉セ
ンターに置いています。

◆注意事項
　①主治医に相談し、必ず許可を得てください。
　②昼食は各自でご持参ください。

 ウォークラリー事務局　☎3４・25４６
　　　（月～金の１０時～１2時、１3時～１5時）

24時間テレビチャリティー募金
「愛は地球を救う」

学校名 募金会場 時間

小城中学校

スーパーモリナガ
小城店

11時～14時
ダイレックス
小城店

三日月中学校 マックスバリュ
三日月店 10時～16時

牛津中学校 ユートク牛津店
食品館 10時～12時

芦刈観瀾校 ドラッグストアモリ
牛津店 10時～12時

無料調停相談会

◆日時　９月28日（日）　10時～15時
◆場所　佐賀市民会館　※予約不要
◆相談内容
　�借金、近隣トラブル、不
動産、交通事故、相続、
離婚、家庭内トラブル
　など
◆ 相談員
　民事・家事調停委員
　（弁護士である調停委員を含む）

 佐賀調停協会（佐賀家庭裁判所内）
　　☎23・3161
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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。

　現在、高校生の半数以上が県内への就職を希望
しています。厳しい経済状況ですが、早めの採用
計画を検討していただき、来春卒業する高校生が
１人でも多く就職できるよう、公共職業安定所ま
で求人の申し込みをお願いします。
◆応募・採否の流れ

 佐賀公共職業安定所　　☎2４・5１8１
　　　佐賀労働局職業安定課　☎32・72１６

応募者

⑧
入
社
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諾

⑦
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）
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９
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）

　Ｗ杯により中断していたJ１リーグが７月19日より再開！タイトル
を掴むためには、この夏場の連戦で勝ち点を積み上げていきたいところ。
　そんな夏休み最後のホームゲームは、８月30日（土）清水エスパル
スと対戦！前半戦、５度目の対決にして初勝利を挙げた清水エスパル
スとの戦いは、球際の激しい攻防が繰り広げられること間違いなし！
また夏場のゲームは90分間の運動量との戦いにもなります。そこで、
韓国キャンプで深められた選手間のコミュニケーションや連携、さら
に、二部練習や朝日山で鍛えられたサガン鳥栖らしいハードワークで、
この連戦を乗り切り、さらなる高みを目指します。夏休み最後のホー
ム戦。ホームでは２度負けを喫しているため絶対に負けられ
ない！ベアスタで素敵な夏の思い出をつくりましょう！

　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。

８月・９月
ホームゲーム

夏場の連戦スタート！全員サッカーで勝利を掴め
vol.3

試合 開催日 キックオフ 対戦相手 会場
Ｊ１第22節 ８月30日（土） 19時 清水エスパルス ベストアメニティスタジアム

Ｊ１第24節 ９月20日（土） 19時 ベガルタ仙台 ベストアメニティスタジアム

女性・男性のための総合相談

　家庭内の心配事、夫婦間やパートナー間・恋人
間での暴力の悩み、結婚・離婚のこと、子どもの
こと、人間関係の悩みなど、相談員が一緒に考え
ます。ひとりで悩まず、ご相談ください。秘密は
厳守します。
◆女性のための相談窓口　⇒ ☎2６・００１8
女性の相談員による総合相談
◦電話　火曜日～土曜日　９時～21時
　　　　日曜日・祝日　　９時～16時30分
◦面談　原則予約制
女性の弁護士による法律相談（予約制）
　毎月第１土曜日・第３木曜日　13時～16時
女性の臨床心理士によるこころの相談（予約制）
　毎月第３土曜日　14時～16時
◆男性のための電話相談　⇒ ☎2６・００2０
男性の臨床心理士による電話相談
　第２・３・４木曜日　19時～21時

 佐賀県DV総合対策センター（アバンセ内）
　　☎28・１４92　FAX 25・559１

～事業主のみなさまへ～ 高校生
の積極的な採用をお願いします
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