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一日図書館職員体験をしよう！

　「図書館の仕事ってどんなことをするんだろう？
やってみたいな！」そう思ったことはありません
か？一日図書館職員になって図書館の仕事を体験
しましょう！
◆日時
≪小城館≫
　7月24日（金）　８時30分～12時
≪三日月館≫
　7月29日（水）　８時30分～12時
◆対象者　市内在住の小学3年生～6年生
◆募集人数　各館4人
◆募集期間　6月20日（土）～7月7日（火）
◆応募方法　市民図書館全館カウンター・電話
※�応募者多数の場合は抽選を行い、後日結果をお
知らせします。
 市民図書館　小城館　　☎７１・１１３１

　　　　　　　　三日月館　☎７２・494６

“社会を明るくする運動” に
ご協力ください

　7月は�“社会を明るくする運動”�の強化月間で
す。日本での犯罪の約6割は再犯者によるもので
す。立ち直りを支え、「犯罪に戻らない・戻さない」
ことが地域の安全につながります。
　そして、立ち直りを支え
るには、「地域のチカラ」が
必要です。
　“社会を明るくする運動”�
は安全・安心の国づくり、
地域づくりのための重要な
活動です。小城市の安全・
安心を実現しましょう。

 小城・多久地域更生保護サポートセンター
　（市役所別館）　☎７２・７9１５

悩みごとはくらし・困りごと
行政相談所へ

　毎日の暮らしの中で、困っていることはありま
せんか？各種相談窓口が市役所に集まって１日合
同行政相談所を開設します。
◆日時　7月28日（火）　10時～15時
◆場所　小城市役所　大会議室（西館２階）
◆相談　無料（先着順）　※事前予約不要
◆ 相談時間　法律相談などは１人30分以内

※�7月28�日（火）の定例行政相談・人権相談（牛
津公民館）は、この相談所を開設するため、開
催しません。
 ・総務課（西館２階）　☎３７・６１１２

　　・佐賀行政評価事務所
　　　☎２２・２６５１　FAX２２・２６５２

相談内容（例） 参加機関（予定）

法律相談 佐賀県弁護士会

年金相談 佐賀年金事務所

健康保険 全国健康保険協会佐賀支部

登記・戸籍 佐賀地方法務局

相続問題 佐賀県司法書士会

税務相談 九州北部税理士会佐賀支部

多重債務相談 佐賀財務事務所

いじめ問題 人権擁護委員

消費生活相談 消費生活相談員

住宅相談 建築士

行政全般 行政相談委員

県政全般 佐賀県

警察安全相談 佐賀県警察本部

市政全般 小城市
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屋根

外壁 内装

暑い・寒い・臭い・うるさい・結露など
省エネ屋根用遮熱塗料で
クールな屋根に大変身！

太陽光線を反射し、熱を遮る。室内の
温度を抑え、快適な環境を実現します。

機能性環境改善塗材で
住まいの不満を一挙に解消！

「健環リフォーム」で、あなたも健康的で
環境にやさしい生活を実現しませんか？

画期的な新技術！
内装向け消臭・抗菌光触媒

室内のLEDでも効果を発揮！
普段通りの生活でいつでも快適な室内に。

住まいの悩みを
解消しませんか

株式会社 小川塗装
小城市小城町541‒1
ＴＥＬ（0952）73－2928

E-mail : ogawa-tosou@ia3.itkeeper.ne.jp

一般建築塗装・設備塗装・看板作成・光触媒施工
一般社団法人　日本塗装工業会々員

見積無料
お気軽にご相談ください。
見積無料
お気軽にご相談ください。
見積無料
お気軽にご相談ください。
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生きがい講座に
参加しませんか？

◆日時
【桜楽館　開催】
・生け花　第4金曜日　14時～15時30分
・水墨画　第２・4月曜日　９時30分～12時
・レザークラフト　第１・3月曜日　10時～12時
・短歌　第２・4水曜日　10時～12時
・連珠教室　第１水曜日　13時30分～15時30分
・健康マージャン教室　第２木曜日　10時～12時

【ゆめりあ　開催】
・園芸教室　第２火曜日　10時～11時30分

【アイル　開催】
・健康マージャン教室　第4月曜日　10時～12時

【ひまわり　開催】
・カラオケ教室　第3月曜日　13時30分～16時
◆対象者　市内在住でおおむね65歳以上の方
◆参加費　無料（材料費は実費がかかります）
　詳細はお尋ねください。

 小城市社会福祉協議会　☎７３・２７00

小城市民体育大会を開催します

◆日時　7月26日（日）
※�下記競技は、別日程で開催します。
　バドミントン（7月12日）
　野球（7月12日、19日）
　卓球・ソフトボール（7月19日）、陸上（８月２日）
◆申込期限　6月30日（火）
　各町の体育協会�窓口までお申し込みください。
◆前回大会との変更点
　・�今年度から総合開会式を廃止して競技団体で
の開始式となります。

　・�バドミントン競技は中学生、高校生のオープ
ン競技が実施されます。

※詳細は体協のホームページをご覧ください。
 （一財）小城市体育協会　☎７２・１２00

し尿汲み取り料金の改定

　10月１日から「し尿汲み取り料金」を下記のと
おり改定します。皆さんのご理解とご協力をお願
いします。

 【小城町・三日月町の一部】
　　　有限会社 小城新生興業社　☎７２・３09１
　　【牛津町・芦刈町】
　　　有限会社 天山環境開発工業　☎６６・１３５６
　　【三日月町の一部】
　　　ヤマトカンキョウ 株式会社　☎６２・00５9

改定後

186円（税別）／18ℓ

平成２7年度佐賀県
がん患者・家族集いの会

◆日時　7月6日（月）　12時30分～16時
◆場所　佐賀県総合保健会館２階
　　　　（佐賀市天神１丁目4−15）
◆対象者・定員
　がん患者・その家族　30人（受付順）
◆内容
・１２時３0分～１３時３0分
　“わたしのオリジナルうちわ”�をつくろう
・１３時３0分～１６時　親睦・交流会
◆参加料　お一人　300円
◆ 申込方法　住所・氏名・電話番号・家族同伴の
有無を電話でご連絡ください。

◆受付　電話受付
　（毎週月・水・金のみ　10時～13時・14時～16時）
◆申込み期限　7月１日（水）

 （公財）佐賀県総合保健協会
　　☎２７・4６６６
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おぎなうがスマートフォン、パソコンで
快適に読めるようになりました！
おぎなうをスマホに入れて小城を楽しみましょう

おぎの情報を発信しています

小城を100倍楽しくする

小城のフリーペーパー

http://oginow.sagasubanta.com

小城市小城町253番地４（音成印刷内）
TEL 0952－73－4113　FAX 0952－73－3540おぎなう編集局

Facebook最新情報は にて

キ
レ
イ
で

 

サ
ク
サ
ク
！

スマホの方はアプリをインストールしてください。

Catalog Pocket/カタポケ

iOS
の方

Android
の方

無料

有
料
広
告

まむし抗毒素の保有医療機関

　万が一、まむしにかまれた時のために確認して
おきましょう。受診の際は、事前にご確認ください。
（平成27年4月現在の保有医療機関）
◆小城市民病院　　（小城町）　☎73・2161
◆石井外科医院　　（小城町）　☎73・3641
◆樋口クリニック　（牛津町）　☎66・4838

 健康増進課（西館１階）　☎３７・６１0６

慰霊巡拝を実施します

　旧主要戦域となった陸上や遺骨収集の望めない
海上などにおける戦没者の遺族を対象として、厚生
労働省が実施する慰霊巡拝の参加者を募集します。
　実施日程、申込締切日などは地域ごとに異なり
ます。詳細はお問い合わせください。
◆ 派遣地域　ウズベキスタン、インドネシア、硫
黄島、北ボルネオ、パラオ、フィリピン
 佐賀県庁 地域福祉課　☎２５・７0５8

戦没者遺児の皆さまへ

　旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地
域の住民と友好親善を深めることを目的とした慰
霊友好親善事業の参加者を募集します。
　日程など、詳細はお問い合わせください。
◆対象者　戦没者の遺児
◆実施地域　旧ソ連、西部ニューギニア、ボルネ
オ・マレー半島、マリアナ諸島、東部ニューギニ
ア、中国、トラック・パラオ諸島、ソロモン諸島、
ミャンマー、フィリピン、洋上慰霊、マーシャル・
ギルバート諸島
◆参加費　10万円

 （一財）日本遺族会事務局　☎0３・３２６１・５５２１

子育ていきいきセミナーを開催

◆日時　7月12日（日）　10時～11時30分
◆場所　ドゥイング三日月　１階中研修室
◆内容　講話「子どもの能力を引き出す親の一言」
◆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）

専門士業団体による
無料相談会を開催

◆日時　7月4日（土）　10時～15時
◆場所　アバンセ　第4研修室
　　　　（佐賀市天神三丁目２−11）
◆相談料　無料　※事前予約不要
◆ 相談員　司法書士、税理士、不動産鑑定士、行
政書士、弁護士、社会保険労務士、土地家屋調
査士、中小企業診断士

◆ 相談内容　多重債務、登記、相続、遺言、年金、
労働問題、土地・建物の評価など
 佐賀県専門士業団体連絡協議会

　　☎３６・６0５１

台風時の停電に備えましょう！

　強風で飛ばされる恐れがあるものは、あらかじ
めしっかり固定しましょう。また、台風による停
電時には、電話がつながりにくくなることがあり
ます。台風など非常災害時の停電情報は九州電力
のホームページでもご確認いただけます。

 九州電力株式会社　佐賀営業所
　　☎0１２0・98６・３0３
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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
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佐賀中部広域連合
介護保険運営協議会委員募集

　この協議会は、医療、保健、福祉の学識経験者
および被保険者の代表の方で構成し、介護保険の
制度運営について審議を行います。
◆応募資格　佐賀市、多久市、小城市、神埼市、
吉野ヶ里町に在住する40歳以上の方。医療、保健、
福祉の関係者以外の方で平日の会議に出席できる
方に限ります。
◆人員　①�40歳以上65歳未満の方� ２人
　　　　②�65歳以上の方� 3人
◆任期　平成27年度～平成29年度の3年間
　（年２回開催、平成29年度のみ年7回程度開催予定）
※�出席された場合には、広域連合の規定による報
酬をお支払いします。

◆応募方法　必要事項を記入の上、郵送または市
役所高齢障がい支援課、広域連合の窓口に提出し
てください。（様式は問いません）
・氏名、住所、年齢、電話番号、職業
・応募の動機（概ね400字程度）
◆応募期限
　7月31日（金）17時まで（当日消印有効）

 ・高齢障がい支援課　☎３７・６１08
　　　・佐賀中部広域連合　総務課　☎２0・0800
　　　〒840－08２６　佐賀市白山二丁目１番１２号

第1３回
佐賀平野「水と歴史」の探検隊

　北山ダムの施設見学や体験活動、石
いし
井
い
樋
び
や川

かわ
上
かみ

頭
とう
首
しゅ
工
こう
での見学や体験活動を行います。

◆日時　８月20日（木）　８時30分～16時30分
　　　　（小雨決行、悪天候の場合は延期または中止）
◆場所　石井樋～川上頭首工～県民の森～北山ダム
　　　　（貸し切りバス使用、昼食は用意します）
◆対象　小学4年生～6年生と保護者
　　　　（小学生のみの参加も可）
◆定員　40人程度（定員になり次第締め切ります）
◆参加費用　大人300円、子ども100円
◆受付開始　7月15日（水）　９時～
◆受付方法　参加希望者全員の名前、住所、電話
番号、学校、学年を記入の上、FAX、はがき、ま
たはメールで応募してください。応募受付後、結
果の連絡を行い、参加者には、８月上旬に集合場
所や行程表などを郵送でお知らせします。

 水土里ネットさが土地（佐賀土地改良区）
　　　〒840－08１１
　　　佐賀市大財三丁目８番１５号
　　　☎２２・4３8２　FAX ２9・１048
　　　  soumuka@sa-tochi.jp

放送大学10月入学生募集

　放送大学はテレビなどの放送やインターネット
で授業を行う通信制の大学です。働きながら学ん
で大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さ
まざまな目的で、幅広い世代の方が学んでいます。
　詳しい資料を無料で送付しますので、お気軽に
お問い合わせください。
◆出願期限　９月20日（日）
　（インターネットでの出願も受け付けています）

 放送大学佐賀学習センター　☎２２・３３08
　　 放送大学 検索

夏休みちびっこ大会
〜自衛隊内で１日宿泊を体験しよう！〜

◆日時　7月25日（土）～26日（日）
　　　　（14時～翌朝８時30分）
◆場所　陸上自衛隊目達原駐屯地内
◆対象者　県内在住小学4年生～6年生
◆募集人員　100人
◆参加費　1，500円
◆申込期限　6月30日（火）

 目達原駐屯地広報室　☎５２・２１６１
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平成２7年度　佐賀中部広域連合
消防職員募集

◆募集人員　９人程度
◆受験資格
Ａ 大卒程度：昭和６２年４月２日～平成６年４月１

日までに生まれた方。
Ｂ 高卒程度（大卒者と大卒見込者を除く）：
　① 平成３年４月２日～平成１0年４月１日までに

生まれた方。
　② 昭和６２年４月２日～平成８年４月１日までに

生まれ、救急救命士の免許を有する方。
◆受付期間
　7月24日（金）～８月12日（水）
　（土・日は除く）
◆第１次試験
　９月20日（日）
◆応募方法
　「採用試験申込票」で申し込んでください。「申
込票・試験案内」は、佐賀広域消防局の総務課、
各消防署（分署と出張所を含む）に備え、7月１
日から配布します。郵送を希望される方は、封筒
の表に「採用試験申込票請求」と朱書きし、必ず
140円切手を貼った宛先明記の
返信用封筒（定形外角形２号：
A4サイズが入る大きさ）を同封
してください。

 〒849－09１9
佐賀市兵庫北三丁目５番１号
佐賀広域消防局　総務課　☎３３・６７６３

訪問健康相談のお知らせ

　家庭でのより良い生活支援のため、健康づくり・
療養のしかた・医療機関や福祉サービスの利用方
法などの相談や情報提供・アドバイスを行う、訪
問健康指導事業（訪問健康相談）を実施します。
◆ 対象者　佐賀県後期高齢者医療の被保険者のう
ち、医療機関を受診されている方の中から任意
で選びます。
※�対象となられる方には、広域連合から個別に事
業のご案内文書を郵送しています。
※訪問健康相談は、無料で受けられます。

 佐賀県後期高齢者医療広域連合
　　業務課　☎６4・84７６
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プ レ ゼ ン ト 賞 品

★さがびより
　（3食パック×3）
★芦刈産ふりかけ
　（大・中セット）

　　※当選者の発表は、
プレゼントの発送をもっ
てかえさせて頂きます。

読者コーナー

読ん
で当
てよ
う

次の○○に入る言葉を、それぞれお答えください。問題

■応募方法：はがきまたはＥメールに、クイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号・希望するプレゼント名と、
　　　　　　「読者のひとこと」を必ず添えて、７月９日（木）（当日必着）までに、ご応募ください。（１人につき１通）

特集からの問題です
市内には、３つのキャンプ場があります。三日月野外研修
センターとあと２つのキャンプ場の名前は何でしょう。

さくら  クイズ

【応募先】 〒845－8511（小城市役所専用の郵便番号）小城市総務課秘書広報係
　　　　 《Eメール》kouhou@city.ogi. lg.jp

※個人情報の取り扱いについて：お寄せいただいた個人情報は賞品の発送にのみ使用させていただき、
　この目的以外に使用することは一切ありません。

5月号の答えは、①高齢 と ②健診 でした。前回の答え 29通（正解者28人）の応募の中から、当選者にはプレゼントを送付しました。

５名様

５名様

※当選者には、賞品引換券をお送りします
　ので、引換場所でお受け取りください。

引換場所 ：
JAグリーンおぎ「よりみち」ヒント：海遊ふれあいパークと八丁グリーンパークにあります。

① 「○○○キャンプ場」　② 「○○キャンプ場」

◎ヨガ、ダンス講習会などあればうれしいです。夜の部があると参加しやすいのではと思います。（50代女性）　◎小城
市内の公園の特集をお願いします！水遊びプールなどの情報もあれば助かります！（30代女性）　◎子育てサロンなど、予
定とともにどのような雰囲気で行っているか写真なども載せていただけると嬉しいです。（30代女性）　◎高齢者に良い
料理のレシピを載せてほしい。（80代女性）　◎余白もあるし文字も大きいですが、なぜか見ずらい。それと２穴は、必要
ですか。（60代女性）　◎病院で座骨神経痛と診断されました。座骨神経痛の予防法を教えてほしい。（60代女性）　
◎小学校のクラス写真やみんなと仲良く遊具などで遊ぶ元気な姿を紹介してください。（20代女性）

今後特集してほしい
ことなどありましたら
「読者のひとこと」 に
お書きください！

☎080・1706・5537（古賀）
日時 毎週金曜日　20時30分～22時
場所 あしぱる

　私たちはよさこいを踊るチームです。５歳から60
代まで幅広い年齢層で活動しているため、とてもにぎ
やかです。県内外のイベントにも多く参加して、他の
チームとの交流も楽しんでいます。いろいろな方々と
のつながりのおかげで今年10年を迎えることができ
ました。その集大成として「和」をテーマに世界に一つ
の芦刈ＹＡＳＳＡＩ隊オリジナル曲と踊りを作成中です。
隊員は随時募集していますので一緒に弾けましょう！

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　

情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

芦刈ＹＡＳＳＡＩ隊受賞受賞
おめでとうおめでとうおめでとう
ございますございますございます

サークル

いき
いき

vol.２

第45回佐賀県人権・同和教育
研究大会（全体会）

◆大会テーマ　人権教育・啓発・まちづくりにつ
いての取り組みを学び、自分にできることを考え、
実践につなげていこう！
～ 一人ひとりの思いや願いを大切に、
 より広く、より深く ～
◆日時　８月3日（月）　14時～16時30分
◆場所　佐賀市文化会館　大ホール
◆内容
　①開会行事
　②記念講演
　「連続大量差別はがき事件
　　～被害者としての誇りをかけた闘い～」
　　講師　浦

うら
本
もと
誉
よ
至
し
史
ふみ
　さん

◆参加費
　800円（資料代を含む）
　詳細は佐賀県人権・同和教育研究協議会のホーム
ページをご覧ください。

 佐賀県人権・同和教育研究協議会事務局
　　☎６２・６4３4
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