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開催案内

第25回三里牛尾梅まつり

　小城町牛尾梅林一帯で、梅まつりが開催されま
す。梅加工品、農産物などの販売や、特設ステー
ジでのイベントなど楽しい催し物もありますので、
ぜひお出かけください。
◆日時
　３月７日（土）・８日（日）
◆会場
　牛尾神社（小城市小城町池上牛尾）
※�まつり当日は、会場周辺駐車場か
ら無料シャトルバスを運行します
ので、牛尾山周辺の交通規制にご
協力をお願いします。
 農林水産課（東館１階）　☎37・612５

牛尾梅まつり　第3回観梅スケッチ
＆俳句コンクール作品募集

　グランプリ作品はスケッチ・俳句いずれも次回
のポスターに採用します！
◆募集期限
　３月3１日（火）
◆規格
　◦スケッチはＡ2以内、
　　画材・絵具は自由
　◦俳句は便箋に書いて
　　投句すること
※出品は１人１点に限ります。
◆出品料　無料
◆応募先　三里支館
◆発表
　桜城館にて展示し表彰式を行います。
　詳細は、応募用紙をご覧ください。応募用紙は、
農林水産課および各公民館で配布しています。

 牛尾梅まつり実行委員会
　　☎０９０・3９００・3９23（富永）

市民図書館　三日月館・
自動車図書館の休館のお知らせ

　蔵書点検のため、三日月館と自動車図書館（本
丸くん）は休館します。
◆休館期間　１月2７日（火）～2月５日（木）
　休館中は、資料貸出・予約・各種お問い合わせ
は受け付けていません。
　三日月館への返却は、
本の返却ポスト（正面玄
関入口の右側）に入れて
いただくか、小城館また
は各分室へ返却してくだ
さい。
　ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
　小城館、牛津・芦刈分室は、通常どおり開館し
ています。

 小城市民図書館 三日月館　☎72・４９４6

第９回津の里子どもまつり
（津の里スポーツフェスタ同時開催）

　地域の方々と協働で今年も津の里子どもまつり
を開催します。皆さんぜひお越しください。
◆日時　2月22日（日）
　　　　９時４５分（オープニング）
　　　　１０時～１４時
◆場所　アイル
◆内容
　子どもたちによるス
テージ発表、工作・手作
りゲーム、体験コーナー、
働く車の展示（パトカー、
はしご車、工事現場で活
躍する車など）
◆参加費　無料

 牛津っ子支援ネットワーク事務局
　（牛津公民館内）　☎37・61４3
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（一社）佐賀市観光協会 〒840-0826　佐賀市白山2－7－1 エスプラッツ2F 佐賀市観光交流プラザ TEL0952-20-2200
Email : kikaku@sagabai.com　　http://www.sagabai.com/ 9：30～17：30（土・日・祝・年末年始は休業）

佐賀城下ひなまつりと有明海の
冬の味覚ガザミを満喫！バスツアー

※定員になり次第、締め切らせて
　いただきます。
※ガザミが不漁の場合は、事前に
　催行を中止することがあります。

9：30

17：00

佐賀駅
佐賀城本丸歴史館
筑後川昇開橋
津田屋（昼食）
佐賀市歴史民俗館
徴古館
佐賀駅

2月28日（土）2月23日（月）
まで要予約

［料金］ 8,500円
［募集人員］ 40名
　　最少催行人数／30名

9：00
9：15
11：10
12：10

佐賀駅
野中烏犀圓
徐福長寿館
森の香 菖蒲ご膳

13：20
14：40
16：00
17：30

古湯温泉（ゆず風呂）
道の駅大和 そよかぜ館
サガ・ビネガー
佐賀駅

薬学博士“野中源一郎”先生と行く！～長生きの秘訣を探る旅～
バスツアー ※出発日によって行程が異なりますのでご注意ください。 野中烏犀圓  野中源一郎先生

2月25日（水）2月18日（水）
まで要予約［料金］ 7,500円

［募集人員］ 22名　最少催行人数／19名

9：00
9：15
11：10
12：10

佐賀駅
野中烏犀圓
徐福長寿館
森の香 菖蒲ご膳

13：20
14：40
16：00
17：30

古湯温泉（ゆず風呂）
道の駅大和 そよかぜ館
窓乃梅酒造（蔵開き）
佐賀駅

3月14日（土） 3月6日（金）
まで要予約［料金］ 8,000円

［募集人員］ 22名　最少催行人数／19名
※定員になり次第、締め切らせていただきます。 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。
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料
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第20回　高田保馬博士を
たたえる会を開催

　三日月町が生んだ偉大な社会学者・文学者であ
る高田保馬博士の業績をたたえる会を開催します。
　たくさんの方のご来場をお待ちしています。
◆日時　2月８日（日）
　　　　９時～１2時
◆場所　ドゥイング三日月
◆内容
　①アトラクション（書道、おはなし）
　②小・中学生による作文発表
　③書道・文学作品コンクール表彰
※作品を2月１日（日）～８日（日）の期間
　ドゥイング三日月に展示します。

 高田保馬博士顕彰会事務局（三日月幼稚園内）
　　☎73・26０1

人間国宝　井
いの

上
うえ

萬
まん

二
じ

さんを
迎えて 記念講演会開催！

　小城市文化連盟設立１０周年を記念し、記念講演
会を開催します。皆さんのご来場をお待ちしてい
ます。
◆日時　１月3１日（土）　１3時3０分～
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆内容　小城市文化連盟表彰および講演会
・講演　�「陶芸の道」
　講師　重要無形文化財保持者　人間国宝
　　　　井上�萬二さん
◆参加費　無料

 小城市文化連盟（生涯学習課内）
　　☎37・6132

ムツゴロウ王国芦刈夜なべ談義

　地域活性化を進めるにはどうしたらいいのか、
地方をもっと元気にするには何をしたらいいのか。
参加者同士でカモ鍋を囲みながら、今後の小城市
を語り合いませんか？
◆日時　2月１４日（土）
　　　　１８時3０分（受付）～22時
◆場所　ひまわり
◆定員　８０人（先着順）
◆参加費
　2,５００円（チケット販売）
◆チケット販売所
・リカー&フードいさかり
　（芦刈町永田　☎６６・１６８８）
・デイリーヤマザキ佐賀芦刈店
　（芦刈町三王崎　☎６６・０５23）

 ムツゴロウ王国芦刈まちづくりフォーラム
　　☎０8０・1788・8０５3（古賀）

小城市公民館体験講座
「ノルディックウォーク体験教室」

◆日時　①１月2４日（土）　②１月3１日（土）
　　　　③2月6日（金）　９時～１2時
◆会場　①牛津総合公園グラウンド
　　　　②小城公園（小城公民館集合）
　　　　③三日月ふれあい公園
　　　　 （ドゥイング三日月集合）
　　　　※雨天時は①②③とも牛津体育センター
◆内容　ノルディックウォークの基本動作講習か
らポールを使ってのロングウォーク（３㎞程度）
◆定員　3０人　◆対象者　小城市在住の方
◆参加料　無料
※�「ノルディックウォークポール」をお持ちでな
い方は、レンタル料として５００円

◆持ってくるもの　
　ノルディックウォークポール（お持ちの方のみ）
　歩きやすい靴・服装、タオル、飲み物
◆申込期限　各日１週間前まで（先着順）
※一日のみの参加も可

 牛津公民館　　☎37・61４3
　　　三日月公民館　☎72・1616
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絵柄は豊富に取り揃えております。
詳しくはホームページをご覧ください。

大切なあの人へ　ふるさと小城を贈ってみませんか？

ふるさと景観ポストカードふるさと景観ポストカード

小城市十二景小城市十二景

小城市小城町253番地４
TEL 0952-73-4113

【小城セット１】 小城清水竹灯り
風に誘われる緑と水のまち小城市を描いたポストカードです風に誘われる緑と水のまち小城市を描いたポストカードです

ネットから
でもご購入
できます

音成印刷　ふるさと景観ポストカード 検 索

500円
（ハガキ代・税込み）

１セット３枚組
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開催案内

（一財）小城市体育協会
嘱託職員募集

【事務局】
◆採用人数　１人
◆職務内容　事務・経理全般
◆採用条件
・パソコンができる方（ワード・エクセル）
・普通自動車免許
◆勤務場所　市体育協会　事務局
◆給与　月額１５０,０００円（通勤等手当なし）
◆勤務形態　８時3０分～１７時１５分（月１７日勤務）
　　　　　　原則　土・日・祝日は休み

【体育施設】
◆採用人数　４人
◆職務内容
　体育施設管理人（体育館維持管理業務）
◆採用条件・職務内容
・パソコンができる方（ワード・エクセル）
・普通自動車免許
◆ 勤務場所　小城体育センター、三日月体育館、
牛津体育センター、牛津武道館、芦刈文化体育
館のいずれか

◆給与　月額１１０,０００円（通勤等手当なし）
◆勤務形態　８時3０分～22時の間で１日2交代
　勤務（３人ローテーション）

【共通事項】
◆居住要件
　現に小城市内に居住し、住民登録をしている方
◆採用予定日　平成2７年４月１日
◆応募方法　履歴書（写真添付）を郵送または持参。
　なお、事務局勤務希望か、体育施設勤務希望か
を明記のこと。書類選考後、面接予定者について
は後日通知します。
◆申込期限　2月３日（火）必着

 〒8４５－０００1　小城市小城町176番地2０
　　　一般財団法人　小城市体育協会　事務局
　　　☎72・12００

福祉マンパワー合同就職面接会

◆日時　2月４日（水）
　　　　１3時3０分～１５時3０分
　　　　（受付１3時～１５時）
◆場所　佐賀県総合体育館
　　　　（佐賀市日の出一丁目2１番１５号）
◆ 対象者
　県内の福祉施設や病院、在宅介護サービス事業
所などで働きたい方。
◆内容
・参加者と参加企業との面接会
・�福祉に関連する資格の取得方法や福祉分野の仕
事内容についての相談

◆参加費　無料（申込不要）
 佐賀公共職業安定所　　☎2４・４362

　　佐賀県社会福祉協議会　☎28・3４０6

第55回
郡市対抗県内一周駅伝大会

　みなさんの声援が選手を後押しします。小城市
選手団の応援をお願いします。
◆期間
　2月１3日（金）～１５日（日）

《小城市内の応援ポイント》
◎２月13日（金）
　１3時2０分頃、久保田町与
羅ん館を通過し、国道４４４
号線（芦刈町）を抜け福富
方面へ。
◎２月1５日（日）
　１2時４０分から江北町役場を出発し、国道3４号
線（牛津町）を抜け小城駅前へ。
　１3時１０分頃、小城駅前を通過し、中町交差点を
抜け大和方面へ。

 一般財団法人　小城市体育協会　☎72・12００

昨年の様子
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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！

有
料
広
告

佐賀税務署からのお知らせ

　佐賀税務署では、確定申告相談会場（第二合同
庁舎５階）を2月９日（月）から開設します。
※�土・日曜日、祝日は休みです。ただし、2月22日・
３月１日の日曜日に限り確定申告の相談を行い
ます。

◆受付時間　９時～１６時
※�申告相談の受付は、原則として１６時までですが、
受付終了間際は大変混雑する場合がありますの
で、お早めにご来場ください。
※�申告相談会場は大変混雑します。申告書を書面
で提出される方は、郵送でお早めにお願いしま
す。なお、所得税の還付申告は１月から提出す
ることができます。
※�駐車場には限りがありますので、公共交通機関
をご利用ください。

 佐賀税務署　☎32・7５11
国税庁 検索

平成2６年分の申告期限と納期限
○所得税及び復興特別所得税・贈与税
・・・・３月16日（月）
○個人事業者の消費税及び地方消費税
・・・・３月31日（火）

県営住宅入居予備者募集

◆募集団地　小城団地
◆入居資格
　県営住宅条例に定める入居資格が必要です。
◆資料配布　2月2日（月）～
※�資料は佐賀管理室で配布しますが、市役所建設
課でも若干部数準備しています。

◆受付期間
　2月５日（木）～１2日（木）
※�2月８日（日）は受け付けますが、2月７日（土）・
１１日（水・祝）は受け付けできません。

◆受付時間　９時～１８時
◆受付場所
　佐賀県営住宅指定管理者　株式会社マベック
　佐賀管理室（県庁　南別館　西庁舎2階）
◆ 登録有効期限
　登録の有効期限は、次回の募集に伴う受付開始
日の前日まで

 佐賀県営住宅指定管理者　佐賀管理室
　　☎2５・2５2５

生涯野球を楽しみませんか？

　小城生涯野球クラブは、小城公園のグラウンド
で週2回程度の体力づくりや練習を行っています。
　一緒に野球をしませんか。初心者大歓迎です。
◆対象者
　５７歳以上の野球が大好きな方
◆練習日　週１回～３回
◆練習場所　小城公園グラウンド（自楽園）

 小城生涯野球クラブ　☎66・3９０8（鶴丸）

小城町老人クラブ連合会
福祉大会

◆日時　３月１日（日）　１０時～１５時
◆場所　桜楽館　多目的ホール
◆対象者　小城町老人クラブ会員
◆内容
・講演「振り込め詐欺に遭わないために」
　講師　東

ひがし
島
じま
�美
み
恵
え
子
こ
さん（小城町地域婦人会会長）

・寸劇　小城町地域婦人会会員
・小城中吹奏楽部演奏
・保育園児遊戯、老連会員演芸　など
※一般市民の入場も歓迎します。
※予約不要、入場無料です。

 小城町老連事務局　☎72・27０５（吉田）
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開催案内

遺言と成年後見制度説明会
を開催

　成年後見人や任意後見人の制度について知りた
い方、法律的に有効な遺言の書き方を学びたい方、
ぜひご参加ください。
◆日時　2月１１日（水・祝）　１０時～１2時
◆場所　アバンセ�４階
　　　（佐賀市天神三丁目2-１１）
◆参加料　無料
◆定員　５０人

 （公社）成年後見センター・リーガルサポート
　　佐賀支部　☎2９・０626（佐賀県司法書士会）

佐賀中部広域連合
嘱託職員を募集します

◆業務内容
　介護サービス事業所の訪問調査、指導、介護サー
ビスを利用している方の自宅への訪問調査など。
◆募集人員　１人
◆雇用期間
　４月１日～平成2８年３月3１日
※勤務成績が良好な場合は雇用期間を更新します。
◆応募条件
・介護支援専門員の資格
・普通自動車運転免許
※�車での事業所や利用者宅訪問が可能でパソコン
が実務レベルで使用できる方。

◆勤務形態
　月～金曜日（勤務時間９時～１７�時）
◆報酬
　月額１９７,０００円
◆応募方法
　次の書類を揃えて、持参してください。
　（１）市販の履歴書（顔写真貼付）
　（2）必要な資格などを証明する書類の写し
◆選考方法　面接と文書作成試験
※面接日時、場所は後日連絡します。
◆募集期限
　2月2７�日（金）

 〒8４０-０826　佐賀市白山二丁目１番12号
　　　（佐賀商工ビル５階）
　　　佐賀中部広域連合会　総務課
　　　☎４０・1131

県下一斉無料法律相談会

　不動産のことや債務整理、成年後見、遺言、各
種裁判手続きなど司法書士業務全般の相談をお受
けします。※予約不要。
◆日時　2月2１日（土）
　　　　１０時～１５時
◆場所　アバンセ　第３研修室
　　　（佐賀市天神三丁目2-１１）
　　　　☎2６・００１１
　※当日は、電話相談も受け付けます。
　　専用ダイヤル　☎４０・222０

 佐賀県司法書士会　事務局　☎2９・０626

境界トラブル無料相談所（予約制）

◆日時　2月１５日（日）
　　　　１０時～１５時
◆場所　佐賀合同庁舎４階
　　　（佐賀市城内2丁目１０番2０号）
◆予約受付期限
　2月１3日（金）　１７時まで
◆受付内容
・隣接地との境界に関する相談　など
※相談事項に関する資料があればお持ちください。
※相談無料・予約制で、秘密は厳守します。

 地方法務局　総務課　☎26・21４９
　　　（相談当日は☎０8０・2737・2４72）

三日月小の絶品納豆
1,5４0パック販売!!

　大豆１００粒運動に参加している三日月小学校５
年生が納豆販売を行います。一粒一粒丁寧に手で
収穫した大豆（フクユタカ）
をおいしい納豆にしました。
　完売を目標にPR活動を
がんばっています。ぜひ、
子どもたちが作った納豆を
買いにお越しください。
◆日時　2月１０日（火）９時3５分～
　　　　売切れ次第終了
◆場所　三日月小学校　体育館
◆価格　３個１パック　2００円

 三日月小学校　５年担任　☎73・2９５０
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国民年金保険料収納業務を委託して
いる民間事業者が代わりました

　佐賀県の年金事務所では、国民年金保険料が未
納となっている方に対する「電話・文書・個別訪
問による納付督励及び保険料の収納業務」を民間
事業者に委託しています。
◆ 佐賀年金事務所、唐津年金事務所、武雄年金事務

所管内で納付督励を行う民間事業者
　株式会社　バックスグループ

【ご注意】
　民間事業者が保険料を収納する場合は、お客様
が納付書をお持ちの場合に限られています。指定
口座に保険料振込みを依頼することは絶対にあり
ません。

 佐賀年金事務所　☎31・４1９1

ゆめさが大学佐賀校　学生募集

　平成2７年度に入学する方を募集します。
◆応募資格　おおむね６０歳以上の方
◆講義内容　�現代社会の動き、ふるさとを知る　

など
◆主な講義会場　佐賀校「アバンセ」
　　　　　　　　（佐賀市天神三丁目2－１１）
※�受講料や申込方法などの詳細は直接下記にお問
い合わせください。

 ゆめさが大学事務局
　　　（公益財団法人　佐賀県長寿社会振興財団）
　　　☎31・４16５

最低賃金が改定されました

◆地域別最低賃金（効力発生日）
　佐賀県最低賃金　６７８円
　（平成2６年１０月４日）
◆特定（産業別）最低賃金（効力発生日）
　一般機械器具製造業関係　　７８2円
　（平成2６年１2月2０日）
　電気機械器具製造業関係　　７４６円
　（平成2６年１2月2６日）
　陶磁器・同関連製品製造業　６７９円
　（平成2６年１2月１８日）

 佐賀労働局　賃金室　☎32・717９

がん県民公開講座を開催

　「がん療養住み慣れた家で自分らしく暮らす」
をテーマに講演会を開催します。
◆日時　2月１４日（土）
　　　　１3時3０分～１６時3０分
　　　　（開場１2時3０分）
◆場所　佐賀県医療センター　好生館
　　　　2階多目的ホール・１階フロア
◆参加費　無料

 独立行政法人　佐賀県医療センター好生館
　　がん相談支援センター　☎28・121０

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。LINEでも配信中！

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

自衛官募集

◆試験日　2月2８日（土）
 自衛隊佐賀募集案内所　☎31・５００2

募集種目 受験資格 受付期間

防衛大学校・
一般（後期）

高卒
（見込含む）
2１歳未満

１月2１日（水）
～3０日（金）

第５回
自衛官候補生

１８歳以上
2７歳未満
の男子

2月2０日（金）
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