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開催案内

図書館 小城館は特別整理期間の
ため休館します

◆休館期間　９月３0日（火）〜10月９日（木）
　特別整理期間には、蔵書点検や書架の整理など
を行います。そのため、期間中は、貸出・予約・
各種お問い合わせは受け付けできません。
　小城館への返却は「返却ポスト」（正面玄関入口
の右手）に入れていただくか、三日月館または分
室へ返却してください。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
　なお、三日月館・牛津分室・芦刈分室は通常ど
おり開館しています。ご利用ください。

 小城市民図書館 小城館　☎7１・１１3１

小城市文化連盟陶芸展「陶
とう

八
はち

祭
さい

」
開催！

　小城市文化連盟の陶芸クラブが第２回合同作品
展を開催します。
　「ヘタでよか、ヘタがよか」を合言葉に、楽し
く作陶しています。ぜひお越しください！
◆会期　９月26日（金）～28日（日）
　　　　10時～18時（最終日は16時まで）
◆場所　アイル
◆出品団体　陶遊会・小城陶芸クラブ陶片朴
　小城陶芸クラブつくしんぼ・土工房こうき
　三日月陶芸クラブ・陶牛クラブ
　砥川新津窯友の会・芦刈陶芸クラブ

 小城市文化連盟（生涯学習課内）
　　☎37・６１3２

定住奨励金の申請は
お済みですか？

　平成26年7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

８020達成者（８0歳以上で20本以上
の残存歯数のある方）を募集！

◆ 対象者
　芦刈町、牛津町在住の80歳以上（昭和10年3月
31日までにお生まれの方）で、残存歯数20本以上
の方
◆応募および事前審査・登録
　小城多久歯科医師会会員の歯科医院へ申し込み、
事前審査（無料）を受けてください。
※歯科医師会会員の歯科医院は、下記までお問い
合わせください。
◆募集期限
　10月23日（木）
◆表彰
　8020達成者と認定さ
れた方は、11月９日（日）
開催の「牛津産業まつり」
会場にて「8020認定証」
と記念品を贈呈します。

 健康増進課（西館1階）　☎37・６１０６
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第5回　小城市福祉大会
「河

こ う

野
の

義
よ し

行
ゆ き

　講演会」
◆日時　９月27日（土）　９時～（受付�８時30分～）
◆場所　桜楽館　多目的ホール
◆講演　河野�義行�さん
　　　「妻よ！～わが愛と希望の戦いの日々～」
◆入場料　無料
◆駐車場　小城公園　自楽園グラウンド
　　　　（無料シャトルバスを運行します）

 小城市社会福祉協議会　☎ 73・２7００

小城・多久あったか祭り

　チャレンジド（障がい者）と地域の皆さんとの
ふれあいを目的とし、障がい者事業所などによる
催しを開催します。お気軽にお越しください。
◆日時　９月27日（土）　11時～
◆場所　桜楽館　※駐車場：自楽園グラウンド
◆内容（雨天決行）
　・パン、菓子などの販売、屋台
　・地元サークルによる演芸会
　・おたのしみ抽選会　・各種イベント

 佐賀みょうが塾　☎73・４5２7

牛尾鉦
かね

浮立

　秋晴れの空の下、伝統的な祭りである鉦浮立が
開催されます。ぜひ見学にお越しください。
◆日時　10月13日（月・祝）　11時～
◆場所　牛尾神社

 牛尾鉦浮立実行委員会（小西）
　　☎０9０・33２６・４9０3

表千家茶道クラブ茶会

　教室で学んだお茶の作法や飲み方の発表会を開
催します。日頃の成果をご覧ください。
◆日時　10月11日（土）　９時30分～11時30分
◆場所　あしぱる
◆参加費　無料（どなたでも参加できます）

 小城市文化連盟芦刈支部（芦刈公民館内）
　　☎37・６１４０

秋の普
ふ

茶
ちゃ

料理食事会を開催！

　普茶料理とは江戸時代初期に中国から伝来した
黄
おう
檗
ばく
宗
しゅう
と共に伝わった精進料理です。

◆日時　11月16日（日）　12時～
◆場所　小城公民館�晴田支館
◆食事券　4,000円／人
◆食事券の販売
　10月1日（水）　８時30分～（先着60人）
◆食事券の販売場所　小城市観光協会

 （一社）小城市観光協会　☎7２・7４２3

第64回
小城本町シャンシャン祭

◆日時　10月19日（日）　９時30分～16時30分
◆内容・会場
≪本町通り≫
・御神興８台（10時～）
・道行き～総おどり～
　（13時30分～）
・フリーマーケット（９時30分～）　ほか
≪メイン会場≫
・小城太鼓など各団体による出し物（10時～）
・大抽選会（1５時30分～）
※��小城駅前～小城下町交差点は９時30分～17時
まで全面通行止です。
 シャンシャン祭 祭典委員会

　　☎7２・3６２5（青栁）

小城市広報 2 0 1 4年1 0月号17



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！！広報
さくらも
掲載中！
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開催案内

◆日時　11月18日（火）　９時30分～13時
◆場所　桜楽館　健康ルーム
◆対象者　市内在住の方
◆定員　30人（先着順）
◆申込期限　10月31日（金）　※要予約
◆内容
　「減塩」と「野菜あと１皿（70ｇ）」をテーマ
　にした講習、調理実習、会食
◆参加費　200円
◆持参するもの　エプロン、三角巾、お米１合

 小城市食生活改善推進協議会
　 　 （健康増進課内）　☎37・６１０６

「TSUNAGU」（繋ぐ）パートナー
シップ事業（第２弾） 生涯骨太クッキング

◆日時　10月20日（月）　９時30分～13時
◆場所　桜楽館　健康ルーム
◆対象者　市内在住の方
◆定員　30人（先着順）
◆申込期限　10月10日（金）　※要予約
◆内容
・テーマ　生活習慣病とロコモ予防について
・「カルシウム不足」改善レシピの調理実習と会食
◆参加費　200円
◆持参するもの　エプロン、三角巾、お米１合

 小城市食生活改善推進協議会
　 　 （健康増進課内）　☎37・６１０６

平成26年度　障害者就職面接会

　就職を希望する障がいのある方に、多くの企業
と就職についての情報交換の場を提供するために
「障害者就職面接会」を開催します。
◆日時　10月1５日（水）　13時30分～16時
◆場所　佐賀県総合体育館　大競技場

 公共職業安定所　☎２４・４5１０

樹脂粘土フラワー体験講座

　樹脂粘土できれいなお花を作ってみませんか？
◆日時　10月23日（木）　９時30分～11時30分
◆場所　あしぱる
◆参加費　５00円（材料代）
◆持参する物　エプロン
◆定員　20人　※事前申込
◆申込期限　10月14日（火）
◆主催　小城市文化連盟芦刈支部

 芦刈公民館　☎37・６１４０

日本語ボランティア学習会

　おぎにほんご教室では、外国人の方に日本語を
教えるボランティアを育成するために学習会を開
催します。
　まずは、日本語を教える“コツ”を学んでみませ
んか？（外国語の能力は必要ありません）
◆日時
・10月５日（日）
　10時～12時
・12月7日（日）
　10時～12時
・平成27年１月24日（土）
　13時30分～1５時30分
◆場所
　小城公民館　桜岡支館
◆対象者　どなたでも
◆定員　20人　※要予約
◆参加費　無料

 おぎにほんご教室
　　　☎０9０・１9２４・7６37（池田）
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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

好評配布
中
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平成26年度　朗読講座を開催

◆日時　10月～平成27年3月
　　　　毎月第２・第４火曜日
　　　（10月は第２火曜日と第５水曜日）
◆時間　13時～14時30分
◆場所　桜楽館
◆内容　朗読講座（基礎・実践編）全10講座
　　　　発音・発声・滑舌練習
　　　　フレージング・イントネーション
　　　　アクセント・アイコンタクト　　　など
　毎回課題作品をひと作品ずつ交えながら、基礎
と実践力を身につけていきます。
◆講　　師　副

そえ
田
だ
�ひろみ�さん（フリーアナウンサー）

◆対 象 者　市内在住の方
◆定　　員　20人程度　※事前申込・先着順
◆参 加 費　2，000円
◆申込期限　10月6日（月）
　詳細はお問い合わせください。

 小城市社会福祉協議会
　　　市民ボランティアセンター　☎73・２7００

おはなしフェスタ in おぎ 2014
「みんなみんなあつまろう」

　小城市内でおはなし会などを行っているボラン
ティアグループが一堂に集まって
おはなし会を開催します。
◆日時　10月18日（土）
　　　　13時30分～1５時
◆場所　桜楽館　多目的ホール
◆内容
　大型絵本・紙芝居・パネルシアター
　ペープサート、人形劇　などを予定
◆参加費　無料

 小城市社会福祉協議会
　　市民ボランティアセンター　☎ 73・２7００

法の日無料法律相談会

　10月１日「法の日」にちなんで無料相談会を開
催します。
◆期間　10月１日（水）～3日（金）９時～17時
◆相談場所　県内の各司法書士事務所
　※各司法書士事務所へ予約してください。
◆相談内容
　登記、相続、成年後見、借金に関することなど

 佐賀県司法書士会　☎２9・０６２６

平成27年度　佐賀県農業大学校
学生募集

◆募集課程・募集定員
《本科（２年制・定員：5０人）全寮制》

※�野菜複合専攻は、露地野菜コースと施設野菜コー
スがあります。

《専科（1年制・定員：若干名）全寮制》

◆応募資格　高等学校卒業者（または高等学校卒
業者と同等以上の学力を有する者）と、平成27年
3月高等学校卒業見込の者
◆試験日　・推薦入試　11月7日（金）
　　　　　・一般入試　平成27年２月２日（月）
◆願書受付　
・推薦入試　10月14日（火）～29日（水）
・一般入試　平成27年１月7日（水）～21日（水）

 佐賀県農業大学校養成部　☎４5・２１４４

課程 専攻

農産園芸課程
野菜複合
花き複合
果樹複合

畜産課程

課程 専攻

農産園芸課程
野菜複合
花き複合
果樹複合

畜産課程
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第5回リンパ浮腫を学ぶ会
〜世界の先端医療を学ぼう！〜

◆日時　11月29日（土）
　　　　10時30分～13時（開場10時）
◆場所　佐賀大学医学部　臨床大講堂
◆内容
・一般講演
　「リンパ浮腫治療のおさそい」
・特別講演
　「リンパ浮腫に対する外科治療（仮題）」
・リンパ浮腫治療関連商品の説明

◆定員　2５0人（先着順）
◆参加費　無料
◆申込方法
　�　往復はがきに①郵便番号・住所②氏名③年齢
④電話番号を記入、返信はがきに宛先を記入し、
事務局へお申し込みください。返信はがきは当
日の受付票になります。
　詳細は、

 〒８４3-００２４ 武雄市武雄町大字富岡１０１６４-3
　　　NPO法人リンパ浮腫を学ぶ会
　　　☎・FAX ０5０・3６7１・８２０１

アディクションフォーラム
「もしかして・・・、これって依存症？」

　アルコール、ギャンブル、薬物などの依存症と
その回復について考えてみませんか？
◆日時　10月４日（土）
　　　　12時30分～16時30分
◆場所　西九州大学神埼キャンパス
　　　（神埼市神埼町尾崎4990-９）
◆内容
講演　「人はだれでも生きるために依存しています」
講師　四

しのへ
戸�智

とも
昭
あき
�さん（福岡県立大学大学院准教授）

※体験談発表やミーティングなども行います。
◆参加費　無料　申込み不要

 佐賀県精神保健福祉センター　☎73・5０６０

10月は土地月間です！

ゆるキャラグランプリ2014に
エントリー中！！

　一定面積以上の土地を売買などの取引をした場
合は、国土利用計画法により当該土地の所在する
市長を通して佐賀県知事に届け出なければなりま
せん。
　その利用目的が、公表されている土地利用に関す
る計画に適合しているかなどを審査し、場合によっ
ては利用目的の変更を勧告することがあります。
　届出をしなかったり、偽りの届出をしたりする
と罰則が科せられることがあります。
◆届出対象面積　５,000㎡以上（市内全域）
◆届出義務者　買主
◆届出時期　契約締結後２週間以内
◆届出先　当該土地の所在する市町
◆罰則　6か月以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・佐賀県　土地対策課　☎２5・7０3４
　 ・企画課（西館２階）　☎37・６１１5

　小城市公式キャラクターである「ようかん右衛
門」と「こい姫」が「ゆるキャ
ラグランプリ2014」にエント
リーしています。皆さん応援よ
ろしくお願いします。
◆投票期限　10月20日（月）

 商工観光課（東館1階）　☎37・６１２9
検索ゆるキャラグランプリ２０１４

検索NPO法人リンパ浮腫を学ぶ会

全国一斉！ 法務局休日相談所

　「相続・遺言や抵当権抹消登記」「戸籍の届出や
国籍に関する相談」「いじめなどの人権相談」など
でお困りのことをご相談ください。
◆日時
　10月５日（日）　10時～1５時
※予約は不要で、相談料は無料です。
※�当日は各種申請の受け付けや証明書の発行など
はできません。

◆開設場所
　ほほえみ館（４階）　佐賀市兵庫北三丁目８−36

 佐賀地方法務局 総務課
　　☎２６・２１４9（当日 ☎０８０・２737・２４7２）

応援よろしく

でござる

小城市広報 2 0 1 4年1 0月号 20



©2005 S.D.CO.,LTD.

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。

　夏場の連戦を持ち前のハードワークで乗り切り、残すところ、
Ｊ１リーグ戦も残り８節。これからの一戦一戦が、順位を大きく
左右するため、さらなる結束力とハードワークが必要となります。
　7月23日（水）の川崎フロンターレ戦では、クラブ史上最多の
23,277人の動員を記録するなど、今季もたくさんのファン、サポー
ターの熱い応援が後押しとなり選手たちに力を与えてくれました。
　10月は、前年の天皇杯王者の横浜Ｆ・マリノス、フォルラン率
いるセレッソ大阪、前回のアウェイでの対戦では敗戦を喫してい
るアルビレックス新潟と、強敵ぞろい！
　この秋も、満員のスタジアムで選手たちの後押しをよろしくお
願いします。共に、戦いましょう！

　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。

10月
ホームゲーム

一戦一戦が勝負！難敵相手に勝利を掴め
vol.4

試合 開催日 キックオフ 対戦相手 会場
Ｊ１第27節 10月５日（日） 15時 横浜Ｆ・マリノス

ベストアメニティスタジアムＪ１第28節 10月18日（土） 19時 セ レ ッ ソ 大 阪

Ｊ１第30節 10月26日（日） 16時 アルビレックス新潟

精神保健「患者・家族講座」の
ご案内

　精神疾患で治療中（統合失調症や躁うつ病など）
の方やご家族を対象に開催します。
◆場所　佐賀中部保健福祉事務所
◆時間　13時30分～1５時（受付13時1５分～）

日時 内容 講師

10月1５日
（水） 精神疾患について 精神科医師

10月21日
（火） 家族対応の仕方 作業療法士

10月28日
（火）

地域生活で利用
できるサービス 精神保健福祉士

・�参加希望の方は、開催日１週間前までにお申し
込みください。
・１回のみの参加も可能です

 佐賀中部保健福祉事務所　☎3０・１６9１

第３８回　さが矯正展

　佐賀少年刑務所構内の施設見学やコンピュー
ターによる性格検査、製作製品の展示・販売、陶
器の絵付け体験などを行います。
◆日時　10月18日（土）９時30分～16時
　　　　10月19日（日）９時30分～1５時
◆場所　佐賀少年刑務所庁舎前

 佐賀少年刑務所　☎２４・3２9１

有明海へのゴミなどの流出防止
にご協力ください

　10月、11月は海苔の採苗育苗期です。
　そこで、農業用水路・クリークなどの水落とし
は海苔の採苗育苗期に集中しないよう計画的な分
散放流をお願いします。また、水落としの際には
ホテイアオイなどの水草が河川などに流出しない
ように適切な樋門操作をお願いします。

 ・佐賀県有明海漁協芦刈支所　☎６６・１２２5
　 ・農林水産課（東館1階）　　☎37・６１２5

１０月２６日（日）のチケットを優待価格で販売します。
詳細は

本紙P3を!
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