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三日月館　クリスマス会

　毎年恒例の図書館クリスマス会！音楽演奏や劇
などをご用意しています。みんなで楽しみましょ
う♪
◆日時　12月７日（日）　14時～15時（予定）
◆場所　ドゥイング三日月　大ホール
◆内容　音楽、劇など
☆子どもたちには、サンタさんから
　のプレゼントがあります☆

 小城市民図書館　三日月館　☎72・4946

雑誌付録プレゼントの
お知らせ

　小城市民図書館で購入している雑誌のふろくを
抽選でプレゼントします。
◆応募期間（全館共通）
　12月９日（火）～2８日（日）
◆応募方法
　図書館内に設置している応募箱に、欲しいプレ
ゼントの番号を書いて応募してください。
◆ 対象者　小城市民図書館のカード登録をされて
いる方。

◆当選発表　平成27年１月６日（火）
 小城市民図書館

　　・小 城 館　☎71・1131
　　・三日月館　☎72・4946
　　・牛津分室　☎37・6144
　　・芦刈分室　☎37・6141

牛津分室
クリスマスおはなし会

　大きな絵本にパネルシアターなど、いつものお
はなし会よりもちょっぴり豪華！クリスマスプレ
ゼントもあります♪寒い冬に、あったかいお話を
聞きにきませんか？
◆日時　12月21日（日）
　　　　10時50分開場　11時開演（１時間程度）
◆場所　牛津公民館２階　第２研修室
◆内容　大型絵本・パネルシアター・工作など

 小城市民図書館　牛津分室　☎37・6144

眠っている空き家を有効活用
しませんか？

　定住促進や地域の活性化を目的として、使われ
ずに眠っている空き家を有効活用する「空き家バ
ンク制度」を設けています。
　「空き家バンク制度」は、空き家をお持ちの方
に空き家情報を登録していただき、市内で住居を
探している方に、市が空き家情報を提供する取り
組みです。「売ってもいい」「貸してもいい」という
空き家をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。

 企画課（西館２階）　☎37・6115

幼年消防用鼓笛隊セットを
整備しました

　佐賀広域消防局では、財団法人自治総合センター
の「コミュニティ助成事業」による補助を受け、
幼年消防用の鼓笛隊セットを整備しました。
　鼓笛隊セットは、幼年消防クラブの育成および
防火思想の普及啓発活動に役立てていきます。

 佐賀広域消防局　小城消防署　☎66・1541
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牛津蒲鉾　年末お歳暮ギフトセット限定
・うず巻　　 ・伊達巻
・あべ川×２ ・大波天　山 2,500円2,500円
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限り

お世話になったあの方へ、年末限定の贈り物。

佐賀県小城市牛津町勝1464佐賀県小城市牛津町勝1464
ＴＥＬ 0952－66－1313
ＦＡＸ 0952－66－1333
ＴＥＬ 0952－66－1313
ＦＡＸ 0952－66－1333

株式会社牛津蒲鉾株式会社牛津蒲鉾
・うず巻×２ ・伊達巻
・あべ川×２ ・大波×２羽子板 3,500円3,500円
・うず巻×２ ・伊達巻
・あべ川×２ ・大波×２
・昆布巻日の出 4,500円4,500円

※数に限りがございますのでお早めにご注文ください

ごっくん亭
工場内直売店 好評販売中！！

AM9:00～PM5:00

是非ご来店
ください！

（税込）

（税込）

（税込）
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平成26年工業統計調査を
実施します

　工業統計調査は、わが国の工業の実態を明らか
にすることを目的とした統計法に基づく報告義務
のある重要な統計調査です。
　調査結果は、中小企業施策や地域振興などの基
礎資料として利活用されます。
◆平成26年工業統計調査
・対象　従業者４人以上の全ての製造事業所
・調査期日　12月31日（水）
　調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の
目的以外（税の資料など）に使用することはあり
ません。調査の趣旨・必要性をご理解いただき、
ご協力をよろしくお願いします。

～統計調査に関するお知らせ～
　統計調査は、法律に基づいて実施されます。し
かし、最近は、統計調査員をかたり不正に個人情
報を取得しようとするケースも発生していますの
で、十分ご注意ください。統計調査員は、必ず調
査員証を提示してお伺いします。
　また、調査員の言動について「行き過ぎでは？」
と指摘されることがあります。事前研修・説明会
を行い、皆さんに誤解を受けないよう配慮をして
訪問をするよう指導していますが、何かお気づき
の点や不明な点がありましたら、担当課までご連
絡ください。

 企画課（西館２階）　☎37・6115

平成27年度 償却資産の
申告をお願いします

　平成27年１月１日現在、事業経営（製造業、建
設業、サービス業、農業などの事業）や、アパー
トなどの貸付を行い、その事業のために使用して
いる償却資産（機械、工具、器具、備品、構築物
など）を所有している個人や法人は、償却資産の
申告をしなければなりません。また、事業用の太
陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の
課税の対象となります。
　12月中旬に申告書を発送しますので、申告をお
願いします。
　無申告または、虚偽の申告をされた場合は国税
資料などに基づき推計課税を行う場合があります。
　申告書が届いていない方、新たに申告の必要が
ある方、また平成26年１月１日以前から償却資産
を所有していて申告をしていない方は、至急ご連
絡ください。
◆提出期限　平成27年２月２日（月）
◆提出先
・持参の場合　税務課、各出張所市民課窓口
・郵送の場合　〒８45－８511（市役所専用番号）
　　　　　　　小城市役所　税務課　固定資産係

 税務課（西館１階）　☎37・6103

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　12月６日（土）　10時～12時
◆場所　桜楽館　北側駐車場
☆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（東島）
　　☎72・5211

詩吟（吟道佐賀松風会）体験講座

　あなたも詩吟を始めてみませんか？
◆日時　12月３日（水）　10時～11時30分
◆場所　あしぱる
◆参加費　無料
◆申込期限　12月１日（月）

 芦刈公民館　☎37・6140
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お気軽に
お電話
ください

スタッフ募集 ①内職スタッフ  電装部品の組立加工

②加工スタッフ  工場内での簡単な組立・加工☆ご自宅や当社工場で
　働きやすい時間で稼げる
☆お仕事自体は簡単作業で安心
☆コツコツ派のあなたにぴったりです！ 時間／あなたの都合のよい時間でOK

※工場内での勤務は8：30～20：00の間
場所／佐賀市鍋島町八戸溝2210-6
　　　（鍋島駅より徒歩5分）

電気機械器具製造業

大学生・既婚者・シニアなどどなたでもOK
年齢不問、長く働いて頂ける方、大歓迎

〈完全出来高制〉
株式会社 小田技研
佐賀市鍋島町八戸溝2210-6

☎0952-97-7050

※ご自宅でできるお仕事です。※工場での作業もOK
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休日、あなたの近くへ
出張健診に伺います

～協会けんぽ加入の被扶養者の方へ～
　所要時間は１時間30分程度です。ぜひ、この機
会に健康状態を確認してみませんか。
◆期日および場所
・12月７日（日）　ひまわり
・平成27年１月24日（土）　久保田保健センター
・平成27年２月 １日（日）　桜楽館
・平成27年２月14日（土）　アイル
◆受付　９時～12時
◆ 対象者　協会けんぽ加入の被扶養者(40～74歳)
で平成26年度の特定健康診査を未実施の方

◆費用　500円
◆健診内容　
　特定健診（身体計測、採血、医師の診察）
※オプションで骨密度測定（無料）を実施します。
◆ 持ってくる物　特定健康診査受診券、問診票、
　　　　　　　　健康保険証
※要予約
　事前に注意事項や問診票を自宅へ郵送します。

 医療法人ロコメディカル江口病院
　　　健診センター　☎73・5020

子育ていきいきセミナーを
開催します！

◆日時　12月14日（日）
　　　　10時～11時30分
◆場所
　下畑田教育集会所
◆内容
　講話「子どもを勉強好きにするには」
◆講師　荻

はぎ
原
はら
　良

りょう
子
こ
さん

　　　（一般社団法人倫理研究所　生涯局講師）
◆対象者
　乳幼児～思春期のお子さんがいる父母
　セミナー終了後に親子で楽しむクリスマス会を
行います。

 家庭倫理の会佐賀西部
　　☎090・1924・5691（永江）
　　☎090・3602・0212（力安）

親子で作る
クリスマス料理とケーキ

　料理を通して親子の絆を深めましょう！多くの
方の参加をお待ちしています。
◆日時　12月７日（日）
　　　　10時～13時
◆場所
　アイル　調理実習室
◆対象者
　ひとり親家庭の親子
◆申込期限
　12月５日（金）
◆持参品　エプロン・三角巾
　　　　（代用できる大きさのハンカチでも可）
◆参加費　無料
※必ず保護者の方と一緒にご参加ください。

 小城市母子寡婦福祉会
　　　☎090・5478・7429（岡本）

家族を幸せにする相続勉強会

　突然にやってくる相続問題。「相続」が「争族」
にならないためにも、早めの準備が必要です。
　そこで、相続に関する知識を習得するための講
演会を開催し、相続で気を付けることや準備をす
るためのヒントをご紹介します。
◆日時　12月10日（水）　10時～11時30分
◆場所　牛津赤れんが館（牛津町牛津5８6）
◆参加費　無料（要申込）

 CSO市民活動センターようこそ（西岡）
　　　☎・FAX 72・3566　☎080・4297・2765
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TEL 0952–73–4113 http://www.otonari.co.jp/dezacore/
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文字が動
く！絵が動く！

文字が動
く！絵が動く！スマホで見れるスマホで見れる

フォトデコフォトデコ
年賀状年賀状

未2015年

今年も楽しめぇ～るお便りを。今年も楽しめぇ～るお便りを。

年賀状印刷

ひ と あ じ 違 っ た 楽 し い 年 賀 状

動く見本は
ココから見てね！
動く見本は
ココから見てね！
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サポーティア事業（介護支援ボランティア
ポイント制度）に参加しませんか

　サポーティア事業は、高齢者の皆さんがサポー
ティア活動（介護支援ボランティア活動）を通じ
て地域貢献することで、自らの介護予防や生きが
いづくりを図り、活動に応じてポイントが付与さ
れるものです。
◆対象者
　（65歳以上の）佐賀中部広域連合管内
　（小城市を含む）の介護保険第１号被保険者
　※ただし、要支援要介護認定を受けていない方
◆活動内容
　あらかじめ登録された受入機関（介護保険施設
など）でのお手伝いや話し相手など
◆サポーティアポイント
　１時間当たり100ポイント（100円）
　貯まったポイントは、年間5,000円を上限に換
金することができます。
◆参加方法
　活動を希望される方は、サポーティアとしての
登録申請が必要です。詳細はお問い合わせください。

 ・（公財）佐賀県長寿社会振興財団
　　（佐賀県長寿センターはればれ内）
　 　 ☎31・4165
　　・佐賀中部広域連合（給付課　包括支援係）
　 　 ☎40・1134

「高田保馬博士顕彰記念」
書道・文学作品募集

　三日月町が生んだ著名な経済・社会学者で、歌
人の高田保馬博士を顕彰して、「書道部門」と「文
学作品部門」の作品を募集します。
　年齢別のテーマや、字数制限、申込方法など詳
細は、三日月幼稚園とドゥイング三日月に置いて
いる要項をご確認ください。
◆応募期間
　平成27年１月14日（水）～16日（金）
・持参の場合
　15時～17時
・郵送の場合
　１月16日（金）消印有効
※�入賞者は２月８日（日）開催の「高田保馬博士
をたたえる会」で表彰し、賞状・賞品を授与し
ます。
 高田保馬博士顕彰会事務局（三日月幼稚園）

　　☎73・2601

放送大学 ４月入学生募集

　放送大学はテレビなどの放送やインターネット
で授業を行う通信制の大学です。働きながら学ん
で大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さ
まざまな目的で、幅広い世代の方が学んでいます。
　ただいま平成27年４月入学生を募集していま
す。詳しい資料を送付しますので、お気軽にお問
い合わせください。
◆出願期間
　12月１日（月）～平成27年３月20日（金）
　（インターネットでの出願も受け付けます）

 資料請求（無料）
　　　〒840-0815
　　　放送大学佐賀学習センター　☎22・3308

放送大学 検索

登記相談の予約制を
試行しています

　12月26日（金）まで、登記申請に関する相談を
「予約制」で行っています。あらかじめ電話などで
相談の日時や内容を連絡すれば、待ち時間なく相
談を受けることができます。
◆相談日
　月曜日～金曜日

 佐賀地方法務局　登記部門　☎26・2184
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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。

　2014シーズンも残すところ３試合。11月22日（土）はアウェ
イで徳島ヴォルティスと対戦。そして11月2９日（土）、３年連続
となるホーム最終戦の相手は浦和レッズ。過去２年はどちらもサ
ガン鳥栖が勝利。浦和の多彩な攻撃を前に、いかにサガン鳥栖ら
しくハードワークができるかが勝ち点３をつかみ取るポイントと
なります。サガン鳥栖が３年連続、ホーム最終戦を勝利で飾るた
めにも、そしてクラブ史上初のACL出場権を得るためにも、負け
られない！
　また、「DHCスペシャルマッチ」となるこの日のチケットは、す
でに全席完売！サガン鳥栖のサポーターだけではなく、多くの浦
和サポーターもかけつけ、さらに熱い戦いになります!!
　ぜひ皆さん、ホームゲーム最終戦、最後まで熱い
声援で選手の後押しをよろしくお願いします。

　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。

11月・12月
の試合予定

2014シーズン、歴史に残るホーム最終戦へ
vol.5

試合 開催日 キックオフ 対戦相手 会場
Ｊ１第33節 11月29日（土） 14時 浦和レッズ ベストアメニティスタジアム

Ｊ１第34節 12月６日（土） 15時30分 鹿島アントラーズ カシマスタジアム

労働安全衛生法に基づく
免許試験

◆日時　平成27年２月11日（水・祝）
　　　　10時～（潜水士のみ）、13時30分～
◆場所　佐賀県教育会館
　　　　（佐賀市高木瀬町東高木227-１）
◆試験の種類
　第一種・第二種衛生管理者、潜水士、
　二級ボイラー技士
◆申込期間（必着）
　12月１日（月）～15日（月）
　（土・日・祝日を除く）

 （一社）佐賀県労働基準協会　☎37・8277
 九州安全衛生技術センター

　　☎0942・43・3381

改正パートタイム労働法等
説明会の開催

　平成27年４月１日からパートタイム労働者の公
正な待遇を確保し、納得して働くことができるよ
うにするために、パートタイム労働法が改正され
ます。
◆日時　12月２日（火）
　　　　13時30分～15時30分
◆場所
　佐賀勤労者総合福祉センター��メートプラザ佐賀
　（佐賀市兵庫北三丁目８－40）
◆内容
　・改正パートタイム労働法について
　・改正次世代育成支援対策推進法について

 佐賀労働局　雇用均等室　☎32・7218

浦和レッズ戦は

完売しました
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