
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？

くらしの
情　報

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］　９月１日（月）～14�日（日）
�①９時45分～　②17時～　③19時45分～

本丸くん９月巡回表
巡回日 時間 場所
２日（火） 14：00～14：45 ケアハウス　アミジア
10日（水） 10：15～10：45 西分農村公園
12日（金） 10：00～10：30 大地町駐在所

1７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）

1９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

■�

牛
津
・
芦
刈
分
室
の
み
休
室

■�

全
館
休
館
日

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

９月の休館日
日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

※９月30日（火）は蔵書点検のため、小城館のみ休館です。
※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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人権のまど人権のまど

くらしの
情　報

こんなトラブルにご注意を！！

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！

国民健康保険税（４期）

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】�９月11日（木）・25日（木）
【時　間】�17時15分～20時
【場　所】�税務課（西館１階）　☎37・6104

9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。

「消費生活センターからのお知らせ」
という手紙はニセモノです！
　過去に利用した通信販売などの情報を使って、
その代金がいまだ未納であるかのような文面で、「こ
のまま放置すれば訴訟になるので、すぐにセンター
に連絡をするように」と書かれている。自分は未払
い代金はないはず。このまま放置してよいか。

◎�消費生活センターが、相談したことのない人に電
話したり手紙を送るようなことはありません。
◎書面に書かれた番号に電話しないでください。
◎�最近は公的機関を名乗って、還付金があると
偽り、逆に相手にお金を振り込ませる還付金
詐欺も発生しています。
◎�個人情報を聞き出す電話もかかってきていま
す。十分注意してください。

消費生活センターからのアドバイス

困
っ
た
時
に
は
早
め
に
相
談
を
！

『40年前の出来事に今・・・』
社会教育指導員　古舘　彰子

 市民課（西館１階）人権・同和対策室  【担当】熊手・野口　☎37・６１００

　「みなさん、お先に失礼します」目を真っ赤に
腫らしたＡ子は、クラス中に響き渡る声できちん
と礼をした。
　私が小学６年生の時の体験である。Ａ子の身な
りはいつも同じで薄汚れ、靴の親指は穴が開いて
いた。クラスの男子たちは毎日のようにＡ子に嫌
がらせをしていた。消しゴムを投げたり、机に落
書きをしたりと・・・。
　その日、Ａ子の３歳の弟が交通事故に遭い、救
急車で病院に運ばれたと知らせがあった。Ａ子は
泣きながら急いで帰り支度をし、早退した。
　みんなはそんなＡ子の態度を一部始終見ていた
が、声を掛けることすらできないでいた。
　その時、担任の先生が「今のＡ子の挨拶を見た
か？気が動転してる時にあんなにきちんとできる
子はいないぞ。Ａ子を見習わなくちゃな」と真剣

な顔で話された。
　弟さんは亡くなった。その後Ａ子が学校に来る
事は無く、やがて遠くへ引っ越してしまった。私
たちのクラスは悲愴感にも似た罪悪感を持ったま
ま卒業をした。
　この出来事を今でも時々思い出す。その当時、
私も含め傍観者が多く、誰一人として、いじめを
止める者は居なかった。
　年々いじめによる自殺者が増えている今、私た
ちに何が出来るだろうか？いじめられる方にも非
がある？とんでもない間違いだ！その態度に今、
苦しんでいる人がいる。つらい思いをしている人
がいる。家庭や学校だけの問題ではなく、身近に
いる大人たちが目を逸らさずに子どもたちを見
守っていくべきだと強く思う。子どもたちの明る
い未来のために！
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