
春期講座（3月25日～4月5日）受講生募集中！！
アル プスアカデミー 新規開講！！
学童アルプスコース
（新小学２年～６年生）

学校の宿題
読み書き等のサポート

指導内容 料　金

2,000円（１日）
ステップアップコース
（新小学３年～６年生） 国語・算数 6,000円
中学生 春期講座 英語・数学 10,000円

通常授業４月生
も募集中！

アルプスアカデミー 【問合せ受付時間】
15：00～19：00

小城市小城町畑田2644-4（あんくるふじや様２Ｆ）
mail : alps-acad@ozzio.jp ☎0952-73-2102
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開催案内

平成27年度固定資産税評価額
（土地・家屋）の閲覧・縦覧ができます

　希望される方はお越しください。詳細はお問い
合わせください。
◆閲覧・縦覧期間
　4月１日（水）～６月１日（月）（平日のみ）
　８時30分～17時15分
◆閲覧場所
　税務課　資産税係（西館１階）
◆閲覧対象者
　固定資産の所有者、借地借家人など
◆縦覧対象者
　納税者（相続人、納税管理人を含む）
◆持参するもの
　・印かん
　・納税者の本人確認ができるもの
　・代理人は委任状と本人確認ができるもの
　　（免許証、保険証など）
　・借地借家人は賃貸契約書など

 税務課（西館１階）　☎３７・６１０３

第53回　小城春雨まつり

◆日時　4月4日（土）　11時30分～14時
◆場所　小城公民館
◆チケット代　5,000円／人
　(弁当、飲み物、羊羹、特製手ぬぐい付)
◆チケット販売
　販売中（先着300人）
◆内容
・第一部
　長崎検番芸妓衆による舞踊披露
・第二部
　祝宴、お楽しみ抽選会
　（小城市の特産品）

 （一社）小城市観光協会　☎７２・７4２３

佐賀県議会議員選挙が
執行されます

　任期満了に伴う佐賀県議会議員選挙が4月12日
（日）に執行されます。自宅に入場券が届きました
ら、持参のうえ投票へ行きましょう。

【投票日】
　４月１２日（日）
　７時～2０時
◆場所
　入場券のオモテ面に記載された投票所

【期日前投票】
　投票日当日に仕事や旅行などで出かけられる方
は、定められた期間に期日前投票所において投票
を行うことができます。期間や場所は、以下のと
おりです。
◆期間
　４月４日（土）～１１日（土）
　８時３０分～２０時
◆場所
　�入場券のウラ面に記載されたいずれかの投票所
　・小城公民館
　・小城市役所
　・牛津公民館
　・あしぱる

【不在者投票】
　病院や施設に入られている方で、その施設が不
在者投票ができる施設に指定されていれば、施設
内で投票ができます。

 選挙管理委員会事務局（西館２階）
　　☎３７・６１１4
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子育ていきいきセミナーを開催

◆日時　4月19日（日）　10時～11時30分
◆場所　桜楽館
◆内容　講話「あなたの子育て大丈夫？
　　　　～決して自分を責めない子育て～」
◆講師　萩

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

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

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　4月4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　代表　東島
　　☎７２・５２１１

小城市戦没者追悼式を開催

　先の大戦で亡くなられた戦没者の方々を追悼し、
恒久の平和を祈念するため、市主催の戦没者追悼
式を開催します。
◆日時　4月25日（土）
　　　　９時30分�受付／10時�開式
◆場所　ドゥイング三日月

 社会福祉課（西館１階）　☎３７・６１０７

小城がばい元気会（健康づくり
推進員）の準会員を募集します

　小城がばい元気会（健康づくり推進員）は、自
分の健康づくりの実践を第一に、ボランティアと
して地域で健康づくり活動を行っています。現在、
小城市では19人が活躍しています。このような活
動に興味・関心がある方、やる気がある方を募集
しています。
　あなた自身と地域の健康のために活動をしてみ
ませんか。平成27年度に開催する体験学習などに
4回以上の参加で正式な会員となります。
　詳細はお問い合わせください。
◆小城がばい元気会の活動内容
・健康づくり体験学習（事後研修会として年６回）
・市のウォーキング教室の企画・運営
・健康づくり体操（おぎ、あーも！体操）の普及
◆参加費　無料（調理実習時は実費負担があります）

 健康増進課（西館１階）　☎３７・６１０６

私たちと
一緒に活動
しませんか!!

春の普茶料理食事会を開催！

　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
の精進料理です。

◆日時　4月26日（日）　12時～
◆場所　小城公民館
　　　　晴田支館
◆食事券　4,000円/１人
◆食事券の販売
　　3月23日（月）～（先着60人）

 （一社）小城市観光協会　☎７２・７4２３
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協会けんぽ加入者の皆様へ 健康保険料率が変わります。

【対象者】協会けんぽ佐賀支部に加入されている方。（水色の健康保険証をお持ちの方）
全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部　☎0952-27-0612

● 健康保険料率　現行 １０．１６％　→　新料率 １０．２１％
● 介護保険料率　現行　１．７２％　→　新料率　１．５８％
　 （４０歳～６４歳の方は健康保険料率に介護保険料率が加わります。）
● 変更後の料率の適用　平成２７年４月分（５月納付分）から
　 （任意継続被保険者の方は、平成２７年５月分（５月納付分）から）

お問合せ
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開催案内

赤ちゃん土俵入り出場者募集

　芦刈町の乙宮神社では、奉納子ども相撲大会が
開催され今年で25回目になります。
　今回初めて、赤ちゃんの健勝を祈願する「赤ちゃ
ん土俵入り」を行います。「赤ちゃん土表入り」と
は神事の１つで、赤ちゃんが元気にたくましく育
つようにと神様と相撲をとることです。相撲をと
る時に、赤ちゃんを抱くのは県を代表し国体など
で活躍する相撲選手が行います。
　土俵入りする赤ちゃんたちは泣いたり笑ったり
とさまざまな表情を見せてくれます。ぜひ、参加
してみませんか。
◆日時
　5月１日（金）　14時30分～
◆場所
　乙宮神社相撲場（芦刈町中溝）
◆対象者
　平成25年10月１日～
　平成26年11月30日生まれ（10人）
◆祈願料
　3，000円（御札・落

らく
雁
がん
・記念写真代など）

◆募集期限　4月20日（月）
 芦刈町体育協会事務局（芦刈公民館内）

　　　☎３７・６１4０

第２土曜日の休日年金相談は
“完全予約制”です

　予約による相談は、待ち時間がほとんどなく、
予約時に相談内容などを確認するので、相談時間
も短縮できます。
　ぜひ、予約による年金相談をご利用ください。
◆第２土曜日の相談時間帯
　９時30分～15時30分まで
　（30分単位で12～13時の時間帯を除く）

 佐賀年金事務所　☎３１・4１9１

石
しゃく
体
たい
まつり開催!!

“神々の棲む村中散策” スローライフ
 in しゃくちゃ～
　そば打ち体験やう～まん太鼓OTAOTAの演奏、
子ども向けの催しなど楽しいイベントで、ゆった
りとした時間を過ごしてみませんか。
◆日時
　4月12日（日）　10時～17時
◆場所
　いやしの宿ほのか周辺（小城町石体）
◆展示販売
・農産物、加工品
　（おはぎ、山菜おこわ、手作りこんにゃくなど）
・手作り小物　・お地蔵さん画　・唐津焼　など
◆食べ物販売
・石体そば（手打ち）　・せせりの炭火焼き
・ドリンク類各種　・自家製の燻製

 笑うて暮らそうやっ会　農家民宿ほのか
　　☎７２・4６9３（大石）

第22回
グリーンコンサート開催

　小城を中心に活動している小城ウインドアンサ
ンブルの定期演奏会が開催されます。吹奏楽の魅
力あふれる曲や、家族みんなで楽しめる曲などを
演奏します。
　ぜひお越しください。
◆日時
　4月29日（水・祝）
　13時30分�開場／14時�開演
◆場所　小城公民館
　　　　3階大ホール
◆入場料　無料

 小城ウインドアンサンブル
　　☎０８０・１７３３・３６１１（今泉）
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小城市小城町253番地４
TEL 0952-73-4113

小城市広報『さくら』に、広告を掲載してみませんか！

広告
募集中

　新規オープン、キャンペーンなど、あなた
の会社やお店を広報でPRしてみませんか。
詳細は、お気軽にお問い合わせください。

発行日：毎月20日

（掲載希望月の1か月前までにお申し込みください）

【掲載枠サイズ】指定ページの下部に掲載（色は指定色）
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「さが出会いサポートセンター」
登録会員募集中！

　県では、結婚したい人や子どもがほしい方を応
援する『418（しあわせいっぱい）プロジェクト』
に取り組んでいます。その一環として、さが出会
いサポートセンター（佐賀、唐津、鳥栖）を設置し、
独身男女の出会いを支援しています。出会いをお
探しの方は、ぜひご利用ください。
　ご利用いただくには、会員登録が必要です。

◆対象者　20歳以上の独身の方
◆会費　6,000円／年　
※加入月から加入月の年度末
　まで、月割で一括して納入。
◆入会に必要なもの　
　入会申込書、本人・住所を確認できる書類、独
身であることを証明できる書類、写真
※詳細はお問合せください。

 さが出会いサポートセンター
　　　佐賀センター　☎２０・０１５１
　　　  info@sagadeai.com
　　　 さが出会いサポートセンター 検索

　　　受付時間
　　　（月・木・金）１２～１9時
　　　（土・日・祝）１０～１７時
　　　（火・水休み）

国民年金保険料額の改定

　平成27年4月～平成28年3月分の国民年金保
険料が改定になります。
◆平成２７年度 国民年金保険料
　月額�15,590円（平成26年度�15,250円）

 佐賀年金事務所　☎３１・4１9１

PRキャラクター
「はっぴーソンリサ」

カウンセリング公開講座
受講生募集

　この講座は、カウンセリングの基礎的学習をす
る講座です。カウンセリングを学びたい方、相談
員になりたい方など、どなたでも参加できます。
◆会場　アバンセまたはメートプラザ佐賀
◆講座期間　5月～８月
　（毎週１回の全13回。どちらかの会場で開催）
◆受講資格　22歳以上
◆募集定員　水曜班・土曜班　各40人
◆応募期限　5月7日（木）
◆受講料　２万円

 佐賀いのちの電話事務局
　　　☎３4・4１８６（平日１１時～１６時）

第38回　佐賀県消防職員
意見発表会

　火災・救急・救助など、現場で活動する消防士
たちの熱い思いを、そして命を守ることへのひた
向きな思いを聴いてみませんか？
　どなたでも入場できます。
◆日時　4月14日（火）　10時～12時30分
◆場所　グランデはがくれ　フラワーホール
◆発表者　消防職員14人
◆入場料　無料

 佐賀県消防長会事務局 
　　（佐賀広域消防局総務課内）　☎３３・６７６３

感電事故防止のお願い

　感電事故防止のため、電線付近での鯉のぼりの
掲揚や魚釣りは絶対に行わないようお願いします。
　万一、鯉のぼりや釣り糸が電線に
かかった場合は、自分で取ろうとせ
ずにお近くの九州電力までご連絡
ください。

 九州電力株式会社　佐賀営業所　☎３３・１１６4
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　住民の皆さんにホームページや携帯電話、地デ
ジ放送などを通して、リアルタイムで六角川など
の水位や雨量情報などを提供しています。このよ
うな防災情報が、早く・正しく・分かりやすく伝わっ
ているのかを住民目線で確認していただくため、
河川情報モニターを募集します。（報酬あり）
◆対象者
　満18歳以上で、川やまちづくりに関心があり、
防災情報の普及活動に協力いただける方
◆活動内容
・六角川・牛津川の近況報告
・意見、提言
・出水時や出水後に周辺状況の写真などでの報告
・モニター会議　など
◆活動期間
　６月～平成28年5月（１年間）
◆ 申込方法
　住所・氏名・年齢・職業・連絡先を記入し、六角川・
牛津川への思いなどを400文字程度にまとめ、メー
ルで5月１日（金）までにお申し込みください。

 国土交通省武雄河川事務所　管理課
　　　 ☎０9５4・２３・７9３4
　　　  takeo@qsr.mlit.go.jp
　　　 武雄河川事務所ホームページ 検索

平成27年度�
河川情報モニターの募集

平和へのメッセージ�from�知覧
第2６回�スピーチコンテスト

　姉妹友好都市である鹿児島県南九州市ではス
ピーチコンテストの出場者を募集しています。
　「いのち・平和」について自分の思いを伝えて
みませんか。
◆応募対象
　①一般の部　②高校生の部
　③中学生の部（友好交流都市および鹿児島県内限定）
◆応募資格
　８月15日（土）の本選（鹿児島県南九州市で開催）
に出場可能な方で、未発表のオリジナル作品であ
ること。
※事前に１次審査、２次審査があります。
※本選出場者の旅費および宿泊代（１泊）は
　主催者が負担します。
◆応募期間　4月１日（水）～5月25日（月）必着
◆応募内容
　「いのち・平和」を題材にしたスピーチ原稿を、
日本語で400字詰め原稿用紙4～5枚（中学生3
～4枚）にまとめて提出してください。
※応募者全員にオリジナル図書カード（500円分）贈呈。
　応募方法など詳細はホームページをご覧ください。
知覧特攻平和会館 検索

 スピーチコンテスト実行委員会事務局
　　（知覧特攻平和会館内）
　　☎０99３・８３・２５１１
　　（土・日・祝日を除く）

緑の募金にご協力を
お願いします

　「緑の募金」運動は年に２回行われます。この
期間に集まった募金は、身の回りの緑化や森林の
整備などの幅広いボランティア活動を支援し、森
林・緑づくりに役立っています。
　地球温暖化防止や水
の供給源として欠くこ
とのできない森林・緑
を次代へ引き継ぐため、
ご協力をお願いします。
◆運動期間
　春期　3月１日～�5月31日
　秋期　９月１日～10月31日

 農林水産課（東館１階）　☎３７・６１２５

有明佐賀航空少年団の
団員を募集します

　航空の知識を学びながら地域社会に貢献する団
員とその指導を行う幹部団員を募集します。「空・
飛行機」に興味がある方、お待ちしています。
◆募集対象
　・ジュニア団員（小中学生）
　・幹部団員（18歳以上60歳以下）
◆活動内容
　航空教室
　空港内見学（管制塔、格納庫）　など
◆入団希望説明会
　4月19日（日）　10時～13時
　佐賀商工ビル4階会議室Ａ
　（佐賀市白山二丁目１番12号）

 有明佐賀航空少年団　坂口団長
　　☎０9０・１１99・9８4１　☎０94２・9２・２５9０
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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。

試合 開催日 キックオフ 対戦相手 会場
ＹＮＣ　予選第２節 ３月28日（土） 17時 湘南ベルマーレ

ベストアメニティ
スタジアム明治安田生命J1　1st�第５節 ４月12日（日） 16時 モンテディオ山形

明治安田生命J1　1st�第７節 ４月25日（土） 15時 柏レイソル

３月・４月
ホームゲーム

vol.7

明治安田生命Ｊ１リーグ、開幕！

　チケットはセブン－イレブン、ローソン、ミニストップ、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。

　いよいよ3月7日（土）に明治安田生命
J1リーグ開幕！ホーム・ベストアメニティ
スタジアムの開催となる開幕戦の相手はア
ルビレックス新潟。さらに、第２節、ヤマ
ザキナビスコカップと、3戦連続ホームで
の戦いとなりました。
　今季は森下仁志新監督のもと、沖縄・読
谷村でキャンプを実施。昨季までの主力メ
ンバーと新加入組の攻撃面の連係や、選手

同士の距離感など細かいところまで突き詰めて練習を行ってきました。今季のスローガンにもある「Next�
stage�～挑戦～」通り、タイトル獲得という目標を掲げ、全員で上を目指します。
　今シーズンから２ステージ制となった明治安田生命J1リーグ・ヤマザキナビスコカップどちらも、初
のタイトルを狙うサガンにとって重要な戦い。ぜひ、ベストアメニティスタジアムで選手を後押しして
ください！

佐賀県さわやかスポレク祭
参加者募集中！

◆日時　5月24日（日）（一部　5月17日（日）、31日（日））
◆場所　小城市、佐賀市、多久市、武雄市
◆実施内容
　①スポーツ・レクリエーション無料体験
　　ニュースポーツや障害者スポーツを体験できます。
　　※当日参加可能
　②交流大会（18種目）　※事前申込み
◆参加料　①無料
　　　　　②選手・監督　１人につき800円
　　　　 （�小学生以下　400円、障害者手帳をお

持ちの方は半額）
◆申込方法　生涯学習課または各町公民館に置い
てある参加申込書に必要事項を記入し、4月10日
（金）までに参加料を添えて提出してください。参
加申込書は、佐賀県のホームページからもダウン
ロードできます。

 ・佐賀県さわやかスポレク祭実行委員会事務局
　　　　（佐賀県スポーツ課内）　☎２５・７３３4
　　　・生涯学習課（東館２階）　☎３７・６１３２

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！

 総務課（西館２階）　☎３７・６１１３

広報『さくら』のアプリ配信中！

　アプリで読むには
①�App�Store、Google�Playから「ｉ広報紙」を
検索し、ダウンロード。
②�居住地を「小城市」に設定し
　ます。これで設定完了です。
③�毎月20日に広報『さくら』
　最新号を自動的に配信します。

 総務課（西館２階）
　　☎３７・６１１３

小城ばんたーねっとＴＶ 検索

▲ＱＲコードから
　もダウンロード
　できます
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