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小城市『農業!!やってみよう
セミナー』開催

　農業を職業として検討されている方、セミナー
に参加してみませんか。
◆日時　平成27年2月1日（日）　9時〜12時
　　　 （受付８時30分〜）
◆場所　小城市役所　大会議室（西館2階）
◆対象者　小城市で農業を始めたい方
◆対象品目　イチゴ・アスパラガス・タマネギなど
◆内容
・栽培技術や農地の取得の説明
・アスパラガス圃

ほ
場
じょう
の現地視察

・青年就農給付金の説明など
※当日は軽装でお越しください。

◆申込期限　平成27年1月29日（木）
※�お申し込みは、電話で受け付けます。

 農林水産課（東館１階）　☎３７・６１２5

農林業センサスを実施します

　農林業センサスは、全国の農林業の生産構造や
就業構造の実態を調査し、各種農林業施策に必要
な資料の整備を目的として実施されます。調査に
よって得られたデータは、地域の農林業施策の推
進などにも活用されます。調査員が伺った際には、
回答をお願いします。
◆ 調査時期
　平成27年1月中旬〜2月上旬
◆ 対象者　農林業を営んでいる方、農地を所有し
ている方など。

◆ 調査方法　県知事が任命する調査員が調査票を
配布・回収します。
 企画課（西館２階）　☎３７・６１１5

青年等就農資金のご案内　

　新たに農業経営を開始する方を無利子の資金で
応援します。
◆ご利用いただける方
　新たに農業経営を営もうとする青年など（※1）
であって市から青年等就農計画の認定を受けた認
定新規就農者
（※1）青年：原則として18歳以上〜45歳未満
　　　知識・技能を有する方：65歳未満
　　　上記の方が役員の過半数を占める法人など
◆資金の使いみち
・施設、機械の取得など（農地の取得は除く（※2））
・長期運転資金（計画期間中を対象）
（※2）農地を取得する場合は、経営体育成強化資
　　　金の利用が可能です。詳細な融資条件・申
　　　込方法などについてはホームページをご覧
　　　ください。

 日本政策金融公庫　佐賀支店　☎２７・４１２0
青年等就農資金 検索

小城市役所
年末年始の業務案内

　市役所は12月27日（土）〜平成27年1月4日
（日）は休みとなりますが、下記の業務のみ小城市
役所（警備室）で受付を行います。

〈出生・死亡・婚姻などの戸籍の届出〉
　24時間受付可能です。

 市民課（西館１階）　☎３７・６１00
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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

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

恋する乙女  　 応援メニュー
12／13 sat～2015／1／12 mon

みつばや　ソンヨン　ペルル　有浦商店
織島珈琲うふふ　ルージュ・エ・ノアール
上記店舗で期間限定オリジナルメニューが食べれる！

232014
Vol.

詳しくは本誌・WEB
にて！

特集

有
料
広
告

第２回�邦楽の調べ　合同演奏会
小城邦楽会　筝曲・雛乃会

◆日時
　平成27年1月12日（月・祝）
　開場13時〜　開演13時30分
◆場所
　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆内容
　「春の海」「四季の日本古謡」などの邦楽鑑賞曲、
童謡、唱歌など、なじみ深い曲を演奏します。
　ぜひ皆さんでお越しください。
◆入場　無料

 小城邦楽会（小城市文化連盟三日月支部）
　　☎７２・２７６８（太田）

国際交流・新春チャリティ
コンサート

　フィリピンのゴスペル歌手マーク・キハーノさ
んをお招きし、新春チャリティコンサートを開催
します。曲目はスタンドバイミーといった有名な
曲からフィリピンの民謡など、普段聴くことがで
きない音楽を楽しむことができます。皆さんお誘
い合わせの上、ご来場ください。
　また、収益の一部と当日の義援金は佐賀未来創
造基金（1ｑトリソミー基金）に寄付します。
（1ｑトリソミーとは…染色体異常の病気です）
◆日時
　平成27年1月10日（土）
　13時30分〜15時30分
◆場所　小城公民館　桜岡支館2階
◆入場料
　300円（コーヒー・お菓子付）
　※小学生以下無料
◆定員　50人（要予約）

 おぎにほんご教室
　　　☎0９0・１９２４・７６３７（池田）

謡曲梅
うめ
若
わか
会
かい
　体験講座

◆日時　平成27年1月17日（土）
　　　　14時〜16時
◆場所　牛津公民館　2階　和室
◆対象者　どなたでも
◆定員　10人（先着順）
◆受付期限
　平成27年1月10日（土）
◆内容　お謡い三番の謡い方
◆参加費　無料

 小城市文化連盟牛津支部（牛津公民館内）
　　　☎３７・６１４３

定住奨励金の申請は
お済みですか？

　平成26年10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
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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！！広報
さくらも
掲載中！
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子育ていきいきセミナーを
開催します！

◆日時　平成27年1月24日（土）
　　　　10時〜11時30分
◆場所　桜楽館
◆内容　講和「いのちとつながる喜びの出産」
◆講師　今

いま
北
きた
�喜
き
代
よ
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

 家庭倫理の会佐賀西部
　　☎0９0・１９２４・5６９１（永江）
　　☎0９0・5９２４・5２６0（副島）

平成26年度�小城市モデル子ども
クラブ発表会を開催

　各地区の子どもクラブが取り組んだ1年間のさま
ざまな活動を、子どもたちが元気いっぱいに発表し
ます。ぜひ、見に来てください。
◆日時　平成27年1月25日（日）
　　　　9時30分〜12時
◆場所　ドゥイング三日月　ホール　※入場料無料
◆発表地区
　・桜岡地区…高原・大手町
　・岩松地区…
　　　雇用促進小城宿舎、城栄町（2地区合同）
　　　横町・吉田（2地区合同）
　・晴田地区…黒原・寺浦
　・三里地区…三里ふれあい自然塾
　・三日月地区…本告・深町
　・牛津地区…谷・乙柳
　・芦刈地区…社搦・永田

 小城市青少年育成市民会議事務局
　　（生涯学習課内）　☎３７・６１３２

ウィメンズカレッジ受講者募集！

　ストレッチで心も体もリフレッシュしません
か！男性の参加も大歓迎！
◆日時　平成27年1月23日（金）
　　　　10時〜11時50分
◆場所　アイル
◆内容　「健康な身体づくり」
　　　　3分間ストレッチとリンパケア
◆講師　宮

みや
地
ち
�明
あけ
美
み
さん（健康管理士）

◆対象者　どなたでも
◆受講料　無料
◆申込期限　平成27年1月20日（火）
　　　　　　各町公民館まで

 小城市地域婦人会　☎６６・２６２６（古賀）第３回小城市綱引き大会

　健康づくりや体力づくりのために綱引き大会を
開催します。地域、家族や友達みんなで参加しま
せんか。
◆日時　平成27年2月1日（日）
　　　　9時〜
◆場所　三日月体育館
◆対象者
　市内在住者、市内企業に勤務されている方
◆種目　
　・一般の部（男性、女性、混合）
　・ファミリーの部
　・ジュニアの部
◆参加費　1チーム（８人）　1,000円
◆ 申込方法
　申込用紙に記入し、小城市体育協会へ持参また
はFAXで提出してください。
◆申込期限
　平成27年1月5日（月）
※申込用紙は各町の体育館に置いています。

 小城市体育協会（小城公民館内）
　　☎７２・１２00　FAX７２・１２0１
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みなさまの想いをカタチに 小城市小城町253番地４
TEL 0952-73-4113
FAX0952-73-3540

音成印刷 検 索
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節電にご協力ください

◆期間　12月1日（月）〜平成27年3月31日（火）
　（土日祝日と12月29日（月）〜1月2日（金）は除く）
◆時間帯　８時〜21時
　上記の時間帯は、生活や健康に支障のない範囲
で、節電にご協力をお願いします。
★家庭での取り組み事例★
・室温は２0℃を心掛ける
　→設定温度を2℃下げると7％の節電効果！
・日中は不要な照明を消す
　→4％の節電効果！

 九州電力株式会社　佐賀営業所
　　☎0１２0・９８６・３0３

佐賀県　原子力防災訓練を
実施します

　防災関係機関の連携強化などを目的に原子力防
災訓練を実施します。
　訓練では、玄海町の住民の皆さんが避難訓練で、
桜岡小学校、小城公民館を使用されます。
　当日は、防災関係機関などの車両が多く通行し
ますので、ご理解とご協力をお願いします。
◆実施日
　平成27年1月24日（土）
　８時〜13時30分（予定）

 佐賀県消防防災課　☎２5・７0２６

放火による火災を防ごう

　放火火災は全国の出火原因の
第1位です。被害を少なくするた
めに、放火防止対策を考えてみま
しょう。
◆建物対策
　・建物の周囲に燃えやすいものを放置しない。
　・ポストに郵便物や新聞などを溜め込まない。
　・�施錠管理をきちんと行い、外部からの侵入を
防ぐ。

　・照明器具の設置により暗がりをなくす。
◆地域対策
　・ゴミは指定された場所、日時以外は搬入しない。
　・�ゴミ集積場所の環境づくりを地域ぐるみで実
施する。

　・�防火座談会や防火・防災訓練を開催し、地域
住民の防火意識を高める。

　・�外出時には、隣近所に一声かけて協力を求める。
一人一人が放火対策を心がけるだけでなく、
地域全体で放火されない環境を作るよう心が
けましょう。

 小城消防署　☎６６・１5４１

防災とボランティア週間
〜１月1５日（木）から20日（火）まで〜

　災害時のボランティア活動が高まってきていま
す。この週間をきっかけに、家族や地域で災害対
策やボランティア活動について、もう一度考えて
みましょう。

 小城警察署　警備課　☎７３・２２８１

平成27年度　松
しょう
濤
とう
学
がく
舎
しゃ
入舎募集

　公益財団法人佐賀育英会が運営する関東圏の大
学で学ぶ男子学生寮「松濤学舎」入舎生を募集し
ます。
◆募集人数　20人程度（平成27年度新入生に限る）
◆申込期間　平成27年1月16日（金）〜2月6日（金）
　出身高校を通じて松濤学舎に提出してください。
※�応募資格、申込方法など詳細は、ホームページ
「ようこそ松濤学舎」でご覧になるか、直接お問
い合わせください。
 公益財団法人　佐賀育英会　松濤学舎

　　☎0４２・３８１・３６７６
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職業訓練受講生募集

　平成27年3月生を募集します。

募集科名 定員
電気制御技術科
（デュアル訓練） 15人

◆ 応募資格
　新たな職業に就こうとする求職者で、受講意欲
があり公共職業安定所長から受講指示または受講
推薦を受けた方。
◆受講料　無料
◆応募期間
　12月22日（月）〜平成27年2月3日（火）
◆筆記試験・面接日
　平成27年2月10日（火）
◆訓練期間
　6か月（平成27年3月6日〜８月21日）
◆応募方法
　最寄りの公共職業安定所で相談の上、応募書類
を提出してください。

 ポリテクセンター佐賀　☎２６・９5１６

教育講演会を開催します！

　未来を担う青少年が心豊かでたくましく成長で
きるようみなさんご一緒に考えましょう。
◆日時　平成27年1月31日（土）
　　　　14時〜16時
◆場所　牛津公民館第2、3研修室
◆内容　ワールドカフェ方式（※）のワークショップ
　テーマ「津の里の子どもたちの未来のために
　　　　　〜�今、私たちにできること」
◆ファシリテーター　石

いし
橋
ばし
�裕
ゆう
子
こ
さん

　（NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会）
◆参加料　無料
※�「ワールドカフェ」とは、カフェにいるようなリ
ラックスした雰囲気の中、少人数グループでメ
ンバーを入れ替え、最後に元のグループに戻り
話し合いをさらに深める手法です。答えを出す
ことが目的ではなく、多くの人の考えに触れ、新
たな考えを生み出すことを目的として行います。
 パレットクラブ牛津事務局・牛津校区PTA連絡協議会

　　（牛津公民館内）　☎３７・６１４３

１月10日は「110番の日です」

　110番は警察への最も早い緊急通報手段です。
通報が早いほど、警察官の現場到着が早くなり事
件などの早期解決につながります。

 小城警察署　地域課　☎７３・２２８１

緊急通報でない要望、相談、問
合せは警察本部☎26・9111
または＃9110へお願いします。

小城ばんたーねっとTV
おぎゅっと

　小城市の生活・イベント情報・マメ知識などを
楽しく紹介する、
「小城ばんたーねっとTV 
おぎゅっと」というイン
ターネット番組を放送し
ています。ぜひご覧くだ
さい。
市ホームページ

 総務課（西館２階）　☎３７・６１１３

小城ばんたーねっとＴＶ 検索

いつでも、どこでも

統計調査員の登録者を
募集しています

　統計調査員は、統計調査が実施されるごとに、
事前に登録された方の中から任命され、調査業務
に従事していただきます。
◆登録要件
・市内在住で20歳以上の方
・税務、警察、選挙に直接関係のない方
・�暴力団員でない方、暴力団員・暴力団と関係の
ない方

◆調査員の仕事
・調査員説明会への出席
・調査票の配布、回収、整理、提出
◆報酬　1調査�3〜5万円程度
◆ 登録方法
　�本人確認ができるもの（運転免許証など）と印
かんを持参し、企画課で登録申請をしてください。

◆実施が予定されている統計調査
　平成27年9月〜10月　国勢調査

 企画課（西館２階）　☎３７・６１１5
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サガン鳥栖★情報！サガン鳥栖★情報！

【問合せ】 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。

一定の障がいがある6５歳から7４歳の方は
後期高齢者医療制度に加入できます

　65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがある
方は、申請して佐賀県後期高齢者医療広域連合の
認定を受けることで、後期高齢者医療制度に加入
できます。
　認定されると、それまで医療を受けていた国保
や健保組合などから後期高齢者医療制度に移るこ
とになります。また、75歳になるまでは、撤回の
届けをすれば、いつでも後期高齢者医療制度から
脱退することができます。
　対象となる障がいの程度、加入後の医療負担割
合や保険料など、詳しくはご相談ください。

 ・佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎６４・８４７６
　　・国保年金課（西館１階）　☎３７・６１0１

水道管にも冬支度を
～夜の冷え込みにご注意～

～防寒の方法～

　気温が低下すると水道管が凍ったり、
破裂したりします。
　寒い時期は、天気予報に
気をつけ、凍結の恐れがあ
るときには防寒などの対策
をしてください。

　屋外で露出している水道
管や水栓は市販の保温カ
バーや布を巻いて、これら
が雨などで濡れないよう
に、上からビニールなどで
覆い、保温してください。

 小城市水道課　　　☎７３・８８0４
　　西佐賀水道企業団　☎６８・２２２5

　2014シーズンＪ1リーグ第
34節・アウェイの鹿島戦。3月
にホーム・ベアスタで戦った際
に０－3で敗れている相手に、
サガン鳥栖らしいハードワーク、
全員守備で1－０と勝利！チー
ムとして1年間積み上げてきた
ものを十分に発揮した最高の試
合で、シ―ズン最終戦を締めく
くりました。
　翌日の『2014シーズン終了報
告会』では、吉田恵監督をはじめ、
選手、コーチ陣が1人1人あい

さつ。「応援してくださるファン・サポーターの皆さんのおかげで、今シーズン充実していたし、この順位（5位）
を残すことができた」とお礼を述べました。皆さん、たくさんのご声援本当にありがとうございました。

サガン鳥栖は次の時代へ。来シーズンのサガントス・ドリームパスポート先行受付中！
詳しくはサガン鳥栖公式ＨＰ（http://www.sagantosu.jp/）をご覧ください。

2014シーズン閉幕。
たくさんのご声援ありがとうございました

vol.6

（12月9日著）
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