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　一生に一度の成人式です。
　新成人の皆さん、自分たち
の手で思い出となる成人式を
企画しませんか?!
　多くの方の応募をお待ちし
ています!!
※詳細は、各公民館にお問い
合わせください。

＊＊＊�平成２8年�小城市成人式�＊＊＊
◆日時
　平成28年1月10日（日）
　受付12時／�開式12時30分
◆場所
　各町４会場にて実施
◆対象者
　平成７年４月２日～平成８年４月1日生まれの
方で小城市に住民登録のある方。
※対象者には、12月上旬に案内通知を送付します。

＊＊＊�市外にお住まいの方へ�＊＊＊
　以前、市内の学校に在籍または卒業された方で
参加を希望される方は事前の申し込みが必要です。
◆申込方法
　申込書を参加希望会場の公民館へ提出してくだ
さい。申込書は各公民館に備えつけているほか、
市ホームページからもダウンロードできます。
※参加できる会場は1会場のみです。
◆申込期限　11月19日（木）

�小城公民館　　☎７３・３２１５
　　　三日月公民館　☎７２・１６１６
　　　牛津公民館　　☎３７・６１4３
　　　芦刈公民館　　☎３７・６１4０

平成28年 小城市成人式
企画運営委員　大募集！

小城市ホームページから 検索成人式

改修工事をした住宅の固定資産
税が減額になります

《バリアフリー改修》
◆�対象要件　平成19年1月1日以前に建築された
　住宅の改修工事であることなど。

《省エネ改修》
◆�対象要件　平成20年1月1日以前に建築された
　住宅の改修工事であることなど。

《耐震改修》
◆�対象要件　昭和57年1月1日以前に建築された
　住宅の改修工事であることなど。
◆申請方法
　原則、工事完了後、３か月以内に必要書類を
添付した申請書の提出が必要です。
　詳細はお問い合わせください。
�税務課（西館１階）　☎３７・６１０３

小城ホタルの里～和のつどい～

　日本の伝統文化に親しんでみませんか！
◆日時　５月30日（土）
　　　　14時～17時
◆場所　一誠荘（小城町松尾3689-1）

※�駐車場がありませんので、当日は公共機関など
をご利用ください。
◆入場料　無料
◆内容　茶道、華道、箏

こと
演奏、日舞

�☎０9０・84１9・５２8７（飯笹）

ほたるの郷

圓通寺
須賀神社

横町交差点
村岡総本舗
羊羹資料館

一誠荘
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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。

小城市小城町253番地４
TEL 0952-73-4113

還暦祝いや誕生日・お祝いなど、
日頃言えない感謝の気持ちや
大切な想いなどを
言葉にして贈りませんか。

還暦祝いや誕生日・お祝いなど、
日頃言えない感謝の気持ちや
大切な想いなどを
言葉にして贈りませんか。

【A3サイズ】 1枚　1,500円
（2枚目から＋500円）
【ポストカードサイズ】 1枚　170円

音成印刷　言葉の贈り物 検 索

大好きなお父さんへ大好きなお父さんへ

言葉の贈り物言葉の贈り物
【額付タイプ】もございます
　　　（A3サイズ）3,400円

産直元気村でも
取り扱っています
産直元気村でも
取り扱っています
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「ブックリサイクル」を
開催します

　図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。当日は本を入れる袋をご持参ください。
◆日時　6月27日（土）　10時～16時
　※なくなり次第終了
◆場所
　ドゥイング三日月玄関前
�三日月館　☎７２・494６

小京都「小城」
ホタルの里ウォークを開催

　ホタルが飛ぶこの季節に、小城の自然の中を
ウォーキングしませんか。
◆日時　５月30日（土）
　・スタート受付　８時30分～11時15分
　・ゴール受付　　15時まで
◆参加費　無料　※事前申し込みは不要
◆特典
　�当日の蔵の市と物産市で利用できる300円分の
商品券を配布。（先着1,000人）
◆コース
　　小城駅�スタート
　　祥光山星巌寺
　　山辺の道
　　松尾山光勝寺
　　岩蔵天山神社
　　友桝飲料
　　天山酒造
　　須賀神社
　　村岡総本舗羊羹資料館
　　蔵の市（小柳酒造）
　　物産市広場（おぎ元気館）
　　小城駅�ゴール
�商工観光課（東館１階）　☎３７・６１２9

６月は土砂災害防止月間です

　6月～７月は台風や豪雨に見舞われやすく、土
砂災害が発生しやすい季節です。
　土砂災害はいつ発生するか分かりません。日頃
から気象情報に注意し、避難所や避難経路の確認
を行うなど、災害に備える意識を持つことが大切
です。
◆小城市指定避難所
　（表の施設は自主避難所としても指定されています）

�建設課（東館１階）☎３７・６１２０

名称 場所 連絡先

桜 楽 館 小城町畑田
750番地 ☎73・7117

ゆめりあ 三日月町長神田
2312番地３ ☎73・9280

小城市牛津公民館
（旧議会棟改装のため）

牛津町勝
1324番地1 ☎37・6143

ひまわり 芦刈町三王崎
1522番地 ☎66・5566

佐賀わくわくプレミアム商品券
取扱店を募集します

　6月20日（土）から販売される、佐賀わくわく
プレミアム商品券の商品券取扱店として加盟登録
されるお店を募集しています。
◆募集期限　10月20日（火）
◆受付場所　小城商工会議所、牛津芦刈商工会
　ただし、小城市内の取扱店舗をお知らせする「取
扱店舗チラシ」に掲載できる申込期限は、6月３
日（水）までです。
※取扱店舗の登録は、お早めにお願いします！

�小城商工会議所　☎７３・4１１１
　　　牛津芦刈商工会　☎６６・０２２２

19 小城市広報 2 0 1 5年6月号



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 100 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

252015
Vol.

詳しくは本誌・WEB
にて！

特 集 ランチやティータイムにオススメな、
厳選カフェをご紹介。

小城 日和カフェO g i  C a f e  B i y o r i

今日はほっこり

こだわりの一杯をいただきながら、今日はのんびりカフェタイム。

有
料
広
告

情報
INFORMAT ION

い
い
ろ
ろ

お知らせ

募集情報

開催案内

歯の供養を行います

　小城・多久歯科医師会では歯と口の健康週間に
あわせて、抜いた歯や不用になった入れ歯などを
供養する「歯の供養」を行います。ご自由にご参
詣ください。
◆日時　6月6日（土）
　　　　14時～14時30分
◆場所　清水の滝付近（宝地院）
　　　　歯の供養塔
�樋口歯科医院（山崎）　☎６６・4０２２

第６期介護保険事業計画に
関する住民説明会の開催

◆日時　５月27日（水）　14時～
◆場所　ドゥイング三日月
　　　　多目的ホール
◆内容
・平成27～29年度の介護保険事業の運営方針
・�保険料の算定基礎を定めた第6期介護保険事業計
画　など

※申込み不要
�佐賀中部広域連合　総務課　☎２０・０8００

子育ていきいきセミナーを開催

◆日時　6月７日（日）　10時～11時30分
◆場所　桜楽館
◆内容　講話「子どもの反乱をどうするの？」
◆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）

水曜会のご案内

　水曜会は、精神障がい者の家族（親・兄弟姉妹・
同居家族など）が悩みを1人で抱え込まないで、
一緒に考え、語り、相談し、助け合っていく会です。
思いを周囲の理解者や協力者に相談しませんか？
会は、２か月に1回の集まりです。ぜひご参加く
ださい！（個人情報・プライバシーの保護は厳守
します）
◆日時　７月・９月・11月・1月・３月の
　　　　第２水曜日　13時30分～15時
◆場所　アイル　ボランティアルーム

�健康増進課（西館１階）　☎３７・６１０６

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・会場
　①５月30日（土）　８時～12時
　　小城ホタルの里ウォークコース（小城公民館集合）
　②6月12日（金）　９時～12時
　　牛津総合公園グラウンド
※雨日、小雨決行。
◆�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(10㎞程度)
◆定員　40人
◆対象者　小城市在住の方
◆参加費　無料
◆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
◆申込締切日　各日３日前まで（先着順）
※一日のみの参加も可。ポールの無料貸出あり。

�小城公民館　　☎７３・３２１５
　　　三日月公民館　☎７２・１６１６
　　　牛津公民館　　☎３７・６１4３
　　　芦刈公民館　　☎３７・６１4０
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◆広告のお問い合わせ、お申し込みは…

TEL0952-73-4113

小城市の皆さんにアピールできる！！
広告
募集中

１. 小城市内約15,000戸に配布されるので、広告効果は抜群！
2. 公の機関が発行する媒体なので、信頼度アップ！
3. 広報「さくら」はパソコンやスマホからも読める
　 ので、配布地域外の方にもアピールできます！

小
城
市

内
 約
15,000戸配

布

小
城
市

内
 約
15,000戸配

布

発行日
毎
月20日

小城市小城町253番地４
http://www.otonari.co.jp/

みなさまの想いをカタチに

有
料
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告

小城市公民館体験講座 
「楽しいホームヨーガ」

◆期日・会場
①6月17日（水）、②6月24日（水）
　ドゥイング三日月　多目的ホール
③6月30日（火）、④７月14日（火）
　牛津公民館　研修室
◆時間　19時～20時30分
◆内容　初心者向けのホームヨーガ
◆対象者
　市内在住の小学校高学年～成人の方
◆定員　40人（先着順）
◆参加料　無料
◆持ってくるもの
　ヨガマット、タオル、飲み物、動きやすい服装
◆申込締切日　各日1週間前まで
※一日のみの参加も可・託児あり

�小城公民館　　☎７３・３２１５
　　　三日月公民館　☎７２・１６１６
　　　牛津公民館　　☎３７・６１4３
　　　芦刈公民館　　☎３７・６１4０

列車運休のお知らせ

　JR唐津線では、山本～久保田間で線路修繕工事
を行います。これに伴い、工事時間帯の西唐津・
唐津～佐賀間の列車が運休となりますので、ご注
意ください。
◆工事期間　５月２７日（水）　１０時～１4時頃
　なお、同区間のバスおよびタクシーによる代行
輸送は実施しません。
�JR九州唐津鉄道事業部　☎０9５５・７５・０３8２

認知症サポーター養成講座・認知
症徘徊者声かけ模擬訓練を開催

◆日時　6月７日（日）
　　　　13時30分～16時30分（受付13時～）
◆場所　ひまわり
◆対象者　市内在住または市内に勤務する方
◆定員　40人
◆内容　認知症サポーター養成講座
　　　　認知症徘徊者声かけ模擬訓練
◆参加費　無料
※要予約
◆申込期限　6月1日（月）

�おたっしゃ本舗小城南　☎６６・６３７６

第33回小城美術工芸展を開催

　市文化連盟小城支部の創作活動の成果を発表し
ます！小城公園の新緑とともに、心和むひととき
をお過ごしください。
◆日時　５月28日（木）～31日（日）
　　　　10時～17時（最終日16時）
◆場所　小城公民館　３階大ホール
◆入場料　無料
◆内容　絵画、水墨画、書、写真、陶芸の作品展示
【アート体験】　10時～16時（最終日～15時）
　５月２8日（木）・３０日（土）
　　粘土�de�アート（500円）
　５月２9日（金）・３１日（日）
　　うちわ�de�アート（200円）
　　石ころ�de�アート（100円）
　いろんな素材に絵を描いたりスタンプを押した
りしてみよう！
【ギャラリートーク】
　５月２8日（木）・２9日（金）　11時～／14時～
　館内の作品を、その部門の専門会員が分かりや
すく説明します！芸術を身近に感じることができ
るチャンスです！
�市文化連盟　小城支部事務局

　（小城公民館内）　☎７３・３２１５
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6月23日（火）～29日（月）は
男女共同参画週間です

◆平成２７年度キャッチフレーズ
　「地域力×女性力＝無限大の未来」
◆男女共同参画週間とは
　毎年6月23日～29日までの1週間を「男女共同
参画週間」として、さまざまな取り組みを通じ、
男女共同参画社会基本法の目的や基本理念につい
て理解を深めることを目指しています。
◆市の取り組み
　市内の各図書館で、啓発コーナーを設置し、男
女共同参画に関連した本を紹介します。
�内閣府男女共同参画局　☎０３・５２５３・２１１１

21世紀社会福祉セミナー
「あなたが決めるシニアプラン」

　新潟大学法学部教授の上
かみ
山
やま
泰
やすし
さんを招き、任意

後見制度を考えるセミナーを開催します。また、
成年後見制度などについて専門の社会福祉士によ
る無料の相談会も実施します。
◆日時　6月20日（土）
　　　　13時～（受付�12時30分～）
◆場所　アバンセ　ホール
◆定員　300人
◆参加費　無料
◆申込期限　6月15日（月）

�佐賀県社会福祉士会　☎３６・５8３３

『おぎんちゅプロジェクト』
男性会員募集中！

　エフエム佐賀「Ｉ♡ＯＧＩ」が総力をあげてあ
なたの恋を出会いからサポートします！小城にゆ
かりのある男性が、小城の魅力を知ってもらうた
めに、小城の地に女性を招き「出会いの場＝おも
てなし会」を企画します。さらに、男性会員は、
専門家が指導する「男磨き」
にも参加できます。
◆対象者
　市内在住または市内に勤務
する20歳以上の独身男性
◆内容
　事前会員登録制で、イベント開催時にご連絡し
ます。予定が合うイベントのみの参加も可能です。
・イベントは年に３～４回実施予定
・ホタル観賞、バーベキュー、清水竹灯りなど小
城を満喫できる場所で開催
※第1回は、6月までに開催予定。
※女性の参加はイベント開催ごとに募集します。
◆登録料金　無料
　（ただし、各イベント参加時に実費が必要です）
◆申込方法
　エフエム佐賀のホームページにある特設応募
フォームから登録できます。
※�詳細は、エフエム佐賀「Ｉ♡
OGI」スタッフブログをご覧
ください。

※締切はありません。
�株式会社　エフエム佐賀　☎２５・７７9０

自衛官候補生募集

◆募集種目
　自衛官候補生（男子）
　※８・９月入隊予定
◆受験資格
　18歳以上27歳未満
◆試験日および試験場所
　6月6日（土）
　陸上自衛隊　目達原駐屯地
◆受付期限　５月29日（金）
　詳細は、自衛隊佐賀地方協力本部ホームページ
でご覧ください。

検索佐賀地本

�佐賀地方協力本部　募集課　☎２4・２２9１

平成2７年度消防設備士試験

◆日時　７月26日（日）
◆場所　佐賀大学本庄キャンパス
◆内容　甲種・乙種消防設備士試験
◆願書受付期間
《書面申請》�6月８日（月）～19日（金）
《電子申請》�6月５日（金）～16日（火）
※�電子申請手続きは、（一財）消防試験研究センター
のホームページをご覧ください。
◆願書請求
　消防試験研究センター・県内各消防署
�小城消防署　予防指導課　☎６６・１５4１
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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。

☎090・4993・1750／☎66・1788（福嶋）
日時 毎月第2・4土曜日 場所 あしぱる

　連珠とは、世界の統一したルールで対局する五並べ
のことです。「葉隠連珠会」は発足８年目で、毎月２
回開催しています。先手必勝順の組み立てや、有段者
による指導・会員同士の対局で和気あいあいとした雰
囲気で楽しんでいます。また、毎年10月には大会も
開催しています。連珠は考える力が必要なため、頭の
運動にもなります。仲間と交流を深めながら、健康的
に連珠を楽しみませんか。初心者の方も大歓迎です。

掲載希望の方はご連絡ください。【問】総務課（担当　柿本・高塚）☎37・6113　

試合 開催日 キックオフ 対戦相手 会場
2015Ｊリーグヤマザキナビスコカップ ５月20日（水） 19時 サンフレッチェ広島

ベストアメニティ
スタジアム

明治安田生命Ｊ１リーグ1st　第14節 ５月30日（土） 19時 浦和レッズ
明治安田生命Ｊ１リーグ1st　第16節 ６月20日（土） 16時 FC東京
明治安田生命Ｊ１リーグ1st　第17節 ６月27日（土） 19時 サンフレッチェ広島

５月・６月
ホームゲーム

vol.8

ホームで負けないサガン鳥栖！1stステージも終盤戦へ

　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。

　2015シーズンをスタートしたサガン鳥栖。４月12日のモンテ
ディオ山形戦を勝利し、カップ戦を含めてホームでは４勝1分け
と強さを見せます。「ホームではみんなが僕たちの背中を押してく
れる」と選手たちが口を揃えて言うように、ご来場の皆さんの熱
い声援が、選手たちの力となって勝利に結びつきます。
　５月はカップ戦を含めて８試合と、厳しい連戦。「５月は過密日
程になるが、チーム全体で戦っていかないといけないし、チーム
が試される時期だと思うので、みんなでいい準備をしていきたい」
と話すように、いかにこの連戦を乗り越え、勝ち点を積み上げて
いけるかが大切です。また今季より、Ｊ1リーグは1stステージ、
２ndステージと二分され、6月末で1stステージは終了します。
上位陣にどこまで食らいついていけるか、最後までサガン鳥栖の
戦いは見逃せません！応援よろしくお願いします。（５月1日著）

五並べ「葉隠連珠会」サークル

いき
いき

vol.1

佐賀大学留学生ホームステイ
ホストファミリー募集

　佐賀大学では、留学生が佐賀に居住している間
に、少しでも日本の習慣・風習を体験してもらう
ため、ホームステイを引き受けてくださる家庭を
募集しています。
◆実施期間
　平成28年３月31日の間で
　原則、週末・祝日の1泊２日
◆申込み方法　随時受付
　申込書を下記問合せ先まで
提出してください。
　申込書は、佐賀大学国際交
流推進センターホームページ
に掲載しています。

�佐賀大学学術研究協力部
　　　国際課
　　　☎２8・8７１６
　　　FAX２8・88１9
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