
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］　５月４日（月・祝）～1７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

（ゆめりあ北側）

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
（ゆめりあ北側） 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

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５月巡回表
巡回日 時間 場所
12日（火） 1４：00～1４：４5 ケアハウス　アミジア
1５日（金） 10：00～10：３0 大地町駐在所
2０日（水） 10：15～10：４5 西分農村公園

22日（金）
11：４5～12：15 桜楽館
12：３0～1３：00 小城警察署
1４：４5～15：15 小城市授産場

2７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）

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

５月の休館日
日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

※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。

■�

牛
津
・
芦
刈
分
室
の
み
休
室

■�

全
館
休
館
日
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くらしの
情　報

　自動車の出す二酸化炭素（温室効果ガス）の量は、私たちの生活の中で排出している
二酸化炭素の約４分の１を占めています。
　しかし、大きな荷物を運ぶ車、救急車や消防車のような車を減らすこともできません。
また、お年寄りや障がいのある方などの外出にも欠かせない移動手段になっています。
　そのため、自動車の利用方法を見直すことで少しでも二酸化炭素の出る量を減らし、
環境に優しく、賢い車の使い方をしましょう。

こんなトラブルにご注意を！！

 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

自動車の上手な利用方法を考えよう

 環境課（西館１階）　☎37・6102

夜間納税相談

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】�５月1４日（木）・28日（木）
【時　間】�1７時15分～20時
【場　所】�税務課（西館１階）　☎３７・610４

５月の納期

災害情報の収集方法ご存じですか！

・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。

軽自動車税 固定資産税（1期）

「子どもが課金ゲームで高額請求」
事例：電子ゲーム機でオンラインゲームをしてい
た未成年の息子が、アイテム購入のため母親のク
レジットカードの番号を勝手に入力して決済して
いた。後日、カード会社から高額な請求書が届き、
驚いて息子に尋ねたところ初めてカードを使った
ことがわかった。どうにかならないか。

◎�オンラインゲームは、始めるときは無料でできるもの
もあります。しかし、その後ゲームを有利に進めるた
めアイテムを購入する仕組みになっており、高額な料
金請求を受けることになります。
◎�クレジットカード番号を１度入力すると登録になり、
その後は入力しなくてもアイテムを購入することがで
きます。トラブルを防ぐにはカード利用や保管は慎重
にしましょう！
◎�オンラインゲームで子どもを遊ばせる時は、課金ゲー
ムの仕組みを話し合い、事前にゲーム機に保護者で利
用制限の設定をしておきましょう。
◎�まずは消費生活センターへご相談ください。

消費生活センターからのアドバイス

自動車とうまくつきあう６つのポイント
① 近くには自転車や徒歩で出かける
② 電車やバスなど公共交通機関を利用する・・・交通手段を変える
③ 多くの車に分かれて乗らず、一緒の車に乗って出かける
④ 用事を一度の外出で済ます・・・自動車の利用を減らす
⑤ ハイブリットカーなどのエコカーに乗る・・・自動車の性能を変える
⑥ エコドライブ（環境にやさしい運転）をする・・・運転方法を変える
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