
http://oginow.sagasuba
nta.com

スマートフォン、パソコンでも快適に読める

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

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

小城市各所で配本
中！！

小城を100倍楽しくする

小城のフリーペーパー

262015
Vol.特 集

おぎうま弁当
小城の食材でつくる小城の食材でつくる

きれいな水と豊潤な土地で育った小城産の野菜や小城のりなど、小城で
買える食材を使い、おぎなうスタッフがお弁当作りに挑戦！
人気の “おにぎらず” や、ヘルシーサラダなど盛りだくさん。
おもてなし料理にも活用できる、ちょっとしたアイデアをご紹介します。

有
料
広
告

情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

消防団夏季訓練を行います！

　皆さんお誘い合わせの上、ぜひご観覧ください。
◆日時　８月16日（日）
　　　　６時30分～（小雨決行）
◆場所　芦刈小・中学校グラウンド

 防災対策課（西館２階）
　　☎37・６１１9

小城館　夏のおはなしかい

　パネルシアターや劇など、楽しいことがいっぱ
いつまった夏のおはなしかいです。ようかん右衛
門も来ます！ぜひ、遊びにきてください！
◆日時　８月１日（土）
　　　　14時30分～（１時間程度）
◆場所　桜城館　２階研修室
◆内容　大型絵本、パネルシアター、劇、
　　　　工作など

 市民図書館　小城館　☎7１・１１3１

牛津分室
夏の大きなおはなし会

　大きな絵本やパネルシアター、工作など盛りだ
くさんの夏の大きなおはなし会です。プレゼント
もあります！ぜひ遊びにきてください♪
◆日時　７月30日（木）
　　　　10時50分�開場
　　　　11時�開演（１時間程度）
◆場所　牛津公民館　２階第２研修室
◆内容　大型絵本、パネルシアター、工作など
※７月19日（日）のおはなしかいはありません。
　�８月16日（日）のおはなしかいは11時からあり
ます。
 市民図書館　牛津分室　☎37・６１44

ティーンズ講座 
「豆本をつくろう！」

　図書館職員と一緒に、自分だけの豆本を作って
みませんか？
◆日時　８月19日（水）
　　　　10時～11時30分
◆場所　ドゥイング三日月
　　　　１階大研修室
◆対象　小学５年生～高校生
　　　 （市内外問わず）
◆定員　20人程度
◆募集期間　７月22日（水）～８月２日（日）
◆参加費　無料
◆応募方法
　図書館各館カウンター、電話、メール
　※事前の申し込みが必要です。

 市民図書館　三日月館 　☎7２・494６
　　　  tosyokan-mikatsuki@city.ogi.lg.jp

小城のお宝　絵画・調べ学習
コンクール

　小城市の文化や施設、歴史や人物などを調べて
応募してみませんか？
◆募集期間　８月１日（土）～９月８日(火)
◆対象者　小学１年生～６年生
◆表彰式　９月19日（土）
◆展示場所　桜城館２階
◆展示期間　９月18日（金）～10月４日（日）

 市民図書館　三日月館　☎7２・494６
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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

大切な気持ちを言葉に込めて…大切な気持ちを言葉に込めて…

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

有
料
広
告

情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

聴覚障害者（ろうあ者）
巡回相談

　相談者と同じ障がいをもつ相談員が相談に対応
します。相談員には守秘義務がありますので、日
常の悩みなどお気軽にご相談ください。
◆日時　８月５日（水）
　　　　10時～16時
◆場所　ゆめりあ　相談室
◆定員　５人程度（個別相談）
◆料金　無料
※要予約

 ・佐賀県聴覚障害者サポートセンター
　　　　☎40・7700　FAX40・7705
　　　・高齢障がい支援課（西館１階）
　　　　☎37・６１08　FAX37・６１６２

「かかしフェスティバル」
出展募集

　皆さんが作った「かかし」が、ひがん花の咲く
『江里山の棚田』に彩りを加えます。奮ってご応募
ください！
◆募集部門　一般の部、子どもの部（中学生以下）
◆日時　９月23日（水・祝）　11時～（表彰式）
◆展示場所　小城町江里山　棚田観賞広場周辺
◆展示期間　９月23日（水・祝）～30日（水）
◆募集期間　８月31日（月）～９月７日（月）
　　　　　　（土・日除く）
　　　　　　９時～16時
◆受付場所　農林水産課
　　　　　　（出展者で搬入）
◆参加費　�無料
◆賞　出展者には参加賞があります。
入賞者には地元特産品などの賞品を贈呈します。
◆規定　作品の大きさや材質に決まりはありませ
んが、大人２人程度での運搬・移設・設置などの
作業が可能なもの。�また、展示期間中は雨風にさ
らされることもあるので、防水性、耐久性を考慮
して作成してください。
　古来のイメージにとらわれない工夫を凝らした
個性豊かな作品をお待ちしています。

 農林水産課（東館１階）　☎37・６１２5

節電へのご協力をお願いします

◆期間　７月１日（水）～９月30日（水）の平日
　　　 （８月13日～15日を除く）
◆時間帯　９時～20時
※�昨夏、取り組んだ節電を目安に、生活・健康や
生産・経済活動に支障のない範囲で節電にご協
力をお願いします。
 九州電力株式会社　佐賀営業所

　　☎0１２0・98６・303

軽度・中度難聴児補聴器購入費
等助成事業が始まりました

　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中
度の難聴児に対して、言語の習得、教育などにお
ける健全な発達を支援するため、補聴器の購入費
用の一部を助成します。
◆対象者
　両耳の聴力レベルが30デシベル以上の方
◆年齢制限　18歳以下
※�申請には医師の意見書が必要です。また、所得
制限があります。
　詳細はお問い合わせください。

 高齢障がい支援課（西館１階）　☎37・６１08

▲昨年の作品
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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。

夏の暑中お見舞に…　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

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

牛尾梅林 清水の滝 祇園川

【小城セット３】 有
料
広
告

平和祈念の黙祷に
ご協力ください

　原爆死没者の冥福と恒久平和の実現を祈念する
ため、サイレンの吹鳴（30秒間）を行います。
　皆さんのご理解と職場やご家庭での黙祷につい
て、ご協力をお願いします。
◆実施日時

【原爆犠牲者への追悼】
・８月６日（木）　 ８時15分
・８月９日（日）　11時02分

【戦没者への追悼】
・８月15日（土）　12時

 社会福祉課（西館１階）　☎37・６１07

そのごみ「燃えるごみ」ですか？

　燃えるごみ袋の中に、燃えないごみ（空き缶、
ビン、タンブラーなど）が入っている場合があり
ます。
　燃えるごみの焼却は、唐津市にある「クリーン
パークさが」で行っています。
　ビン類や金物類が
入っていると、ごみを
砕く時に機械が壊れ、
ごみを受け入れてもら
えなくなる恐れがあり
ます。
　ビン・ガラス類や金
物類は、地域の不燃物
コンテナへ入れてくだ
さい。
　詳細は、ごみカレンダーをご覧ください。
※�収集にご協力をお願いします。

 廃棄物中継センター　☎６６・１６30

燃えるごみには、
入れないように
しましょう。

人権啓発ポスター作品募集

◆題材　人権をテーマとしたもの
◆対象者　市内在住の中学生
◆用紙　４つ切り画用紙（縦横自由）�
◆画材　水彩絵具、クレヨン、パステルなど
◆募集期限　９月11日（金）
◆提出先　・通学している中学校
　・�市外の学校に通学している人は各出張所市民
課窓口

　応募者には参加賞があります。入賞者は、12月
の人権週間で表彰式を行います。たくさんの応募
をお待ちしています。

 小城市社会人権･同和教育推進協議会
　（人権･同和対策室内）　☎37・６１3６ 小城市公民館体験講座

「はじめての陶芸教室」
◆日時
　①８月20日（木）、②８月27日（木）
　③９月 ３日（木）、④９月10日（木）
　①②10時～12時　③④13時30分～15時30分
◆場所　牛津公民館　第２研修室
◆講師　久

く
保
ぼ
憲
のり
雄
お
さん（工房　陶片朴主宰）

◆内容　①キャンドルホルダー（ボディ作り）
　②キャンドルホルダー（仕上げ・透かし彫り）
　③フリーカップ作り　④茶わん作り
◆対象者　成人の方向け
◆定員　25人程度（先着順）・託児あり
◆参加料
　①②通して1,000円　③500円　④500円
◆持ってくるもの　エプロン・タオル
◆申込締切日　各日１週間前まで
※①②は原則両日参加。③④は一日のみの参加も可。

 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

悪い例
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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
広
告

情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

アイデアレシピを募集します

　毎年開催の牛津子どもクラブ夏期作品展に共催
して今年初めて「第１回小城市創作フードフェス
タIN牛津」を開催します。市内の小中高生の創造
力豊かなアイデアレシピをお待ちしています。
◆対象者　市内在住の小中高生
◆内容
　①�小城市農産・特産物（なすび、きゅうりなど）
を使ったレシピの部

　②親子で作れる簡単レシピの部
◆募集期間
　７月18日（土）～８月22日（土）
◆提出先
　牛津赤れんが館・牛津会館へ持参またはFAXで
提出してください。
※�応募用紙はアイル、ゆめりあ、牛津赤れんが館
にあります。また、つなぎレンガ座のフェイス
ブックからダウンロードできます。

 特定非営利活動法人つなぎレンガ座
　　　☎・FAX 37・7２53

第51回牛津町子どもクラブ
夏期作品展を開催

　夏休みに制作した牛津町内の子どもたちの素晴
らしい作品の数々を展示します。期間中は楽しい
ワークショップも開催します。たくさんの方のご
来場をお待ちしています。
◆日時
　８月23日（日）～25日（火）　10時～18時（展示）
　８月26日（水）　10時～15時（展示）
　しおり作りなどの体験コーナーもあります。
◆場所　牛津赤れんが館
◆入場料　無料

 パレットクラブ牛津（牛津公民館内）
　　☎37・６１43

CSO（市民社会組織）からの
提案を募集します！

　県や市では「私たちならもっと質の高い公共サー
ビスを提供できる」という、CSOからの提案を求
めています。昨年度は、県および市町が担う業務
に対して、140件の提案があり、127件が採択さ
れました。今年度も、CSOの皆さんから、県や市
の事業に対する提案を募集しますので、奮ってご
応募ください。
◆事業名
　CSO提案型協働創出事業
◆提案募集期限　９月18日（金）
※�提案書の様式などは、お問い合わせください。
※�CSOとは、NPO法人、市民活動・ボランティア
団体に限らず、自治会、婦人会、老人会、PTA
などの組織・団体も含めての呼称です。

 
・CSO市民活動センターようこそ
　（NPO法人ようこそ小城）　☎7２・35６６
・佐賀県庁　男女参画・県民協働課　☎２5・7374

ひとそだて講演会を開催

　市内のNPO法人や市民活動団体を対象に、行政
との付き合い方の「コツ」や皆さんが取り組む事
業の進め方の極意を学ぶ講演会を開催します。今
の活動をより深く円滑に進めるために、新しく耳
寄りな情報をこの機会に取り入れましょう。
◆日時　８月29日（土）
　　　　18時30分～21時
◆場所　ゆめりあ
◆講師　NPO法人　岡山NPOセンター
　　　　副代表理事　石

いし
原
はら
達
たつ
也
や
さん

◆参加費　無料
 CSO市民活動センターようこそ

　（NPO法人ようこそ小城）　☎7２・35６６
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ルールを守って楽しい花火

　気軽に楽しめる花火でも、正しく取り扱わない
と火災になったり、やけどするなど思わぬ事故に
つながることになります。花火を安全に楽しむた
めに必ず次のことに注意しましょう！
１．安全な場所で遊びましょう
２．気象情報に注意しましょう
３．子どもだけでは絶対に遊ばないようにしましょう
４．注意書きを必ず読みましょう
５．水・バケツなど火を消す道具を準備しましょう

 小城消防署　予防指導課　☎６６・１54１

ウィメンズカレッジ
受講者募集！

　心豊かに過ごすため、人と人とのふれあいを大
切にすることを目的とした講座を開催しています。
　どなたでも参加できますので、多くの皆さんの
参加をお待ちしています。
◆日時　７月24日（金）　10時～11時50分
◆場所　アイル
◆内容　地域における高齢者健康生活支援講座
　　　　日本赤十字佐賀県支部　原

はら
香
か
織
おり
さん

◆対象者　どなたでも
◆受講料　無料

 小城市地域婦人会（古賀）　☎６６・２６２６

小城祇園祭

　来年の700年祭へ向けて、より一層迫力のある
山曳を見ることができます。また、26日には特設
ステージが設置され、踊りや歌で盛り上げます。
高知県からよさこいチームも参加します。
◆日時　７月25日（土）　19時30分～
　　　　前夜祭（奉納浮立）　須賀神社
　　　　７月26日（日）　10時～　山曳祇園
　　　　13時～17時　特設ステージイベント
◆場所　小城町須賀神社付近

 小城山曳祇園700年祭実行委員会事務局
　　☎090・7１６3・7１２0（古川）

ムーンファンタジアin三日月

　お化け屋敷、豪華賞品が当たる大抽選会や打ち
上げ花火などイベントが盛りだくさん。ぜひ、お
越しください。
◆日時　７月25日（土）
　　　　17時～（打上花火　20時45分～）
◆場所
　ドゥイング三日月・三日月ふれあい公園
※�雨天の場合、花火大会は中止となりますが他は
ドゥイング三日月と三日月体育館で実施します。
※�臨時駐車場は市役所駐車場をご利用ください。
また、16時～22時の間、市役所～会場間でシャ
トルバスを運行予定です。
 ムーンファンタジアin三日月実行委員会

　　☎090・１08２・5374

ムツゴロウ王国
芦刈夏まつり2015

◆日時　８月３日（月）
　　　　18時～（打上花火�21時～）
◆場所　ムツゴロウ公園　堤防周辺
　　　　（打上花火会場は芦刈海岸）
※雨天の場合、花火大会は８月８日（土）に延期します。
※�各駐車場は収容台数に限りがありますので、乗
り合わせの上、ご来場ください。
※�あしぱる～物産販売所「ピョンタ」間でシャト
ルバスを運行予定です。
 ムツゴロウ王国芦刈まちづくりフォーラム　

　　☎080・１788・8053（古賀）

江里山蕎
そ

麦
ば

の会　会員募集

　あなたも蕎麦づくりを体験しませんか。
　江里山の棚田で、７月下旬の草刈りからスター
トし、蕎麦蒔き、刈り取り、脱穀など月１回ほど
の作業をした後、年末または新年に新蕎麦を手打
ちで試食します。江里山を守ってこられた集落の
方々に感謝し、月１回の作業参加が原則です。
※�まちづくりが目的のため、プロやプロ志望の方
の参加はお断りします。

◆年会費　2,500円（臨時徴収の可能性あり）
◆募集人数　25人

 田中正照（牛津町）　自宅  ☎６６・08２６
　　　自宅PC　masa-tanaka@mx7.tiki.ne.jp
　　　江里山蕎麦の会ブログ
　　　http://blog.livedoor.jp/eriyamasobanokai/
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情報
INFORMAT ION

い
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ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

平成2７年度　佐賀西部広域水道
企業団職員採用試験

◆職種　一般事務（高卒程度）
◆採用人数　１人
◆職務内容　水道事業の一般事務に従事
◆受験資格
　昭和63年４月２日～平成10年４月１日までに
生まれた方
◆第１次試験　９月20日（日）
◆受付期間
　８月３日（月）～21日（金）（土日を除く）
※�申込書と試験案内は、佐賀西部広域水道企業団
で交付します。郵便で請求する場合は、封筒の表
に「採用試験申込書請求」と朱書きし、必ず120
円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（A4が入る
大きさ）を同封してください。

 〒849−0２0１
　　　佐賀市久保田町大字徳万１8６9番地
　　　佐賀西部広域水道企業団　総務課
　　　☎６8・3１8１

介護予防で元気に！

　身体・認識機能や、口腔・栄養の総合的な健康
づくりのための教室です。また、講師を招き、学
習をしていきます。
【ヤングシニアコース】
◆期間　９月30日～平成28年３月２日までの
　　　　計12回開催予定
◆場所　ゆめりあ
◆対象者　65歳～74歳の方（男女不問）
◆定員　20人
◆事前説明会
　９月24日（木）　14時～　ゆめりあ
【アクティブシニアコース】
◆期間
　10月８日～12月24日までの計12回開催予定
◆場所　ゆめりあ
◆対象者　75歳以上の方（男女不問）
◆定員　20人
◆事前説明会
　10月１日（木）　14時～　ゆめりあ

 小城市社会福祉協議会　牛津支所
　　　☎5１・53２4

難病相談のお知らせ

　疾患や治療方法、日常生活のことについて専門
医が相談に応じます。相談内容が外部に知れるこ
とはありません。お気軽にご相談ください。

相談内容 相談日

神経系難病
（脊髄小脳変性症、
多系統委縮症など）

８月25日（火）

パーキンソン病
関連疾患

（神経難病も含む）
９月３日（木）

膠原系難病
（全身性エリテマトーデス、

強皮症など）
９月29日（火）

後縦靭帯骨化症 11月10日（火）

◆時間　14時～15時30分
◆会場　佐賀中部保健福祉事務所　第2面接室
　　　　（佐賀市八丁畷町１−20）
◆相談料　無料（要予約）

 佐賀中部保健福祉事務所　健康推進課
　　　☎30・１６73

福祉マンパワー合同就職面接会

　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々のために、就職面接会を開
催します。
◆日時　８月18日（火）（受付�13時～15時）
　　　　13時30分～15時30分
◆場所　佐賀県総合体育館
　　　 （佐賀市日の出一丁目21番15号）
◆内容
・参加者と参加事業所との面接会
・�福祉関連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　※事前申込不要
 ・佐賀公共職業安定所　　☎24・4362

　　・佐賀県社会福祉協議会　☎28・3406
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不審電話にご注意ください

　県内で医療費や保険料の還付を装った不審な電
話があったとの情報が多く寄せられています。広
域連合や市役所など公的機関が電話でＡＴＭ（現
金自動預払機）の操作を指示することは絶対にあ
りません！
　少しでも「おかしいな」と思われる場合は、一
人で判断せず、家族や友人に相談したり、警察、
市役所の後期高齢者医療担当窓口または広域連合
へご連絡ください。

 佐賀県後期高齢者医療広域連合
　　☎６4・847６

高年齢者の活用促進のために雇用環境整備の
措置を実施した事業主へ助成金を支給します

◆助成額　上限1,000万円で要した費用の額の
2/3（中小企業以外は1/2）を助成します。
　ただし、60歳以上の雇用保険被保険者１人当た
り20万円を上限とします。（建設、製造、医療、保
育または介護の分野に係る事業を営む事業主の場
合は、１人当たり30万円上限）
※詳細は、お問い合わせください。

 ポリテクセンター佐賀　☎37・9１１7

「アザメの瀬」
夏休み自然環境教室

　「アザメの瀬」には、さまざまな環境が形成され、
多種多様な生き物が生息しています。そこに住む
生物と生息場の関係などを体感するため、環境学
習教室を実施します。
◎「アザメの瀬」夏休み自然環境教室
◆日時　８月９日（日）
　　　　９時30分～16時
◆場所　唐津市相知町アザメの瀬
◆内容　アザメの瀬の湿地で、水生生物を調査
◆対象者　原則小学４年生以上
◆募集人数　40人程度（応募多数の場合は抽選）
◆参加費　1,000円（弁当代、お茶代、保険料）
◆申込期限　７月31日（金）
◎プレイベント
◆日時　８月８日（土）
　　　　14時～
◆場所　唐津市相知町アザメの瀬
◆内容　昆虫採集、夕食（バーベキュー）、
　　　　公民館宿泊、朝食
◆対象者
　昆虫に興味のある親子10組程度
◆参加費　3,000円
◆申込期限　７月31日（金）

 国土交通省武雄河川事務所
　　　地域防災支援・交流窓口
　　　☎0954・２3・7933

平成2７年度　下水道排水設備工事
責任技術者試験

◆試験日　10月１日（木）
◆会場　マリトピア
◆受験料　5,000円
◆受験案内配布期間　８月３日（月）～17日（月）
※市役所　下水道課（東館２階）でも配布します。
◆受付期間
　８月３日（月）～17日（月）�（当日消印有効）
※�受験申込手続・手数料・試験科目などは、受験
案内をご覧ください。

【試験前講習会】
◆講習日　９月25日（金）
◆会場　マリトピア
◆受講料　3,000円
◆テキスト代　2,500円
　（受験案内を確認し、受講者でご購入ください）

 佐賀県下水道協会事務局　☎33・１330

屋外広告物の許可は
受けられましたか？

　「佐賀県屋外広告物条例」が改
正され、佐賀県全域（禁止区域を
除く）で屋外広告物を新設する時
は許可が必要です。
　新たに自家用広告物（小規模のものを除く）の
表示にも知事の許可が必要となります。
※�自家用広告物とは自己の店舗や事業所などの敷
地内に、店名や営業内容などを表示する広告物
のこと。
　市内の許可申請の受付窓口は佐賀土木事務所管
理課（☎24・4346）です。
　詳細は下記へお問い合わせください。

 佐賀県まちづくり推進課　☎25・7326
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募集情報

開催案内

自衛官を募集します

◆受付期間　８月１日（土）～９月８日（火）
◆募集種目
　①一般曹候補生　②自衛官候補生　③航空学生
◆応募資格
　①、②：18歳以上～27歳未満の方
　　　③：18歳以上～21歳未満の方
◆試験日（一次試験）
①男子・女子
　９月19日（土）
②男子
　９月19日（土）（筆記）
　９月27日（日）～29日（火）（口述・身体検査）
　女子
　９月25日（金）（筆記・口述・身体検査）
③男子・女子
　９月23日（水・祝）

 自衛隊佐賀募集案内所　☎3１・500２

バス車内事故防止キャンペーン

　現在「バス車内事故防止キャンペーン」実施中
です。
　転倒などによるけがを防ぐため、降車の際は、
バスが停留所に着いて扉が開いてから席を立ちま
しょう。また、やむを得ず急ブレーキをかける場
合がありますので、立ったままで乗車される場合
は、つり革や握り棒にしっかりつかまりましょう。
　なお、高速道路を通行するバスは、シートベル
トの着用が義務付けられています。ご協力をよろ
しくお願いします。

 （一社）佐賀県バス・タクシー協会
　　☎3１・２34１

職業訓練受講生を募集します

　平成27年10月生を募集します。
募集科名 定員

機械・ＣＡＤ技術科 15

板金・溶接施工科 15

電気設備施工科 18

住宅リフォーム技術科 18

建築ＣＡＤ科 24

◆応募資格
　�　新たな職業に就こうとする求職者で、受講意
欲があり公共職業安定所長から受講指示または
受講推薦などを受けた方

◆受講料　無料
◆応募期間　７月27日（月）～９月１日（火）
◆筆記試験・面接日　９月８日（火）
◆訓練期間　６か月
　　　　　 （10月２日～平成28年３月29日）
◆応募方法　�最寄りの公共職業安定所で相談の上、

応募書類をご提出ください。
 ポリテクセンター佐賀　☎２６・95１６

司法書士の無料法律相談会

　８月３日「司法書士の日」にちなんで、無料法
律相談を行います。お困りのことはありませんか。
◆日時　８月３日（月）　９時～17時
◆場所　県内各司法書士事務所
◆ 内容　登記、相続、遺言、会社設立、成年後見、
クレジット、サラ金に関すること、簡易裁判所訴
訟代理、その他司法書士が行う業務に関する内容。
※�月・木曜日の18時～20時は、電話による無料相
談を行っています。
　無料電話相談��☎29・0635

 佐賀県司法書士会　☎２9・0６２６

平成2７年度
公開講座を開催します！

　西九州大学・西九州大学短期大学部健康福祉・
生涯学習センターでは、８月より健康・福祉・教育・
教養などさまざまな公開講座をご用意しています。
　シリーズ講座・１コマ講座など各分野別に大学
教員が専門を活かし、分かりやすく説明を行います。
※�受講料・開催日・時間など詳細は、同センター
に直接お問い合わせください。公開講座チラシ
を送付します。

 西九州大学・西九州大学短期大学部
　　　健康福祉・生涯学習センター
　　　☎3２・１3１4　FAX 37・9６２4
　　　  kokaikoza@nisikyu-u.ac.jp
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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。

場所

小城公民館

練習日時 第１、第３土曜日　10時～12時

　小城ハーモニカクラブは、平成24年９月にできた
新しいクラブです。小城市文化祭、芸能祭などの行事、
高齢者施設や各地区の敬老会などに出演して、多くの
方と音楽を通じて、交流し、共に楽しんでいます。
　ハーモニカは一人で演奏してもよいし、数人で一緒
に演奏し楽しむこともできます。小さい楽器なので、
どこにでも持って行き、楽しむことができます。
　会員は随時募集していますので、一緒にハーモニカ
を楽しみませんか。

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　

☎090・8760・7920（吉澤）
☎080・6457・3114（秋丸）
☎090・8760・7920（吉澤）
☎080・6457・3114（秋丸）

vol.9

ベストアメニティスタジアムを黄色に染めろ！この夏はサガン鳥栖で決まり！

　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明治安田生命J１リーグ2ndステージが開幕。1stス
テージ終盤では大量失点を許してしまったものの、堅守を取
り戻したサガン鳥栖が2ndステージでタイトルを狙います。
　今年で２年目となる福岡ソフトバンクホークス「鷹の祭典」
とのコラボを、７月25日の湘南ベルマーレ戦、29日の鹿島ア
ントラーズ戦で実施。「鷹の祭典2015」コラボユニフォーム
（左写真）を来場者の皆さんへプレゼントします。さらに、選
手も25日・29日限定で黄色のユニフォームを着用します。タ
イトル奪取のためにも序盤の７月で勝ち点をかせぎたいとこ
ろ。スタジアムを黄色に染めて、選手と一緒に戦いましょう！
　また、サガントス・ハーフシーズン・パス
ポートを好評受付中です！詳細はサガン鳥栖
のホームページをご覧ください。

小城ハーモニカクラブサークル

いき
いき

vol.3

７月の
試合予定

試合 開催日 キックオフ 対戦相手 会場
明治安田生命Ｊ１リーグ2nd　第４節 ７月25日（土） 1９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リーグ2nd　第５節 ７月2９日（水） 1９時 鹿島アントラーズ

黄色がまばゆい
ユニフォーム

おぎんちゅプロジェクト
【浴衣de蔵コン】参加者募集中！

　「I♡OGI」主催の婚活イベント『おもてなし会』
の第２回が開催決定！浴衣以外の参加もOKです！
◆日時　８月29日（土）　14時30分～21時30分
　　　 （時間は変更になることがあります）
◆場所　小柳酒造　高砂本蔵（小城町903番地）
◆参加費　男性　3,000円　女性　2,000円
◆内容　・小城の食材てんこ盛り！絶品流しそうめん
　　　　・蔵deビアガーデン
　　　　・レーザーショー鑑賞やゲーム　など
◆対象者　・�小城市内在住または小城市内に勤務

する20歳以上の独身男性
　　　　　・20歳以上の独身女性
◆ 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お申し込みください。

◆申込期限　８月23日（日）
　おぎんちゅプロジェクト男性会員も随時募集中！
※�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。

 株式会社エフエム佐賀　☎２5・7790
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