
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］　12月１日（月）～14日（日）
�①９時45分～　②17時～　③1９時45分～

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

本丸くん12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
12：00～12：30 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

※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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12月の休館日
日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土
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くらしの
情　報

こんなトラブルにご注意を！！

夜間納税相談

家族が一つの部屋に集まり
暖房時の室温設定は20℃以
下に！

一枚多く着込み、特に冷え
やすい首まわりや足もとを
温めよう！

根菜や香辛料など体を温め
る食材や煮込み料理などで
体を温めよう！

外からの冷気が入ってこな
いよう窓に断熱シートを貼
るなど工夫をしよう！

税金は納期内に納めましょう！

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】�12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

12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。

SF商法に気をつけて！
　SF商法とは、無料の商品を配り、得した気分に
させてその場の雰囲気を盛り上げ、興奮状態の中
で最後に高額な商品を売りつけます。
・空き店舗や、他人の家を借りて開催します。
・ 最近は市内のグラウンドゴルフ場での勧誘も見ら

れます。

◎�｢もらえるものはもらわないと損｣ などと考えな
いこと。その後、高額商品を売りつけられること
があります。甘い言葉に注意しましょう。
◎�｢自分は大丈夫｣ と思っていても、会場では冷静
に判断できなくなる場合や帰りにくい雰囲気に
なったりします。
◎�契約する前に、家族や消費生活センターに相談し

てください。

消費生活センターからのアドバイス

　冬は夏よりも二酸化炭素排出量が多くなります。
暖かくする工夫で、楽しい生活が過ごせます。
★暖かい温泉につかり、みんなで鍋を囲む旅行
★家族やご近所さん、お友達とおしゃべり
★毛糸でマフラーやセーターを編む　など

　ウォ－ムビズとは寒い季節も、暖房に頼りすぎな
いで快適に過ごそうという取り組みです。
　ちょっとした工夫で地球にも家計にも優しい生活
へ変わります。

国民健康保険税（７期） 固定資産税（３期）

 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）

eco 通信エ コ

 特定非営利活動法人　温暖化防止ネット小城事業所  【担当】陣内・原田　☎97・9363　FAX97・9364
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IZ　～寒い冬を楽しく過ごして温かい暮らしを～
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