
Before After

「ブロック塀スッキリキャンペーン中」

　　　　　　　　　　　　　　　　　・・新築して数年、塗装して数年、外壁にカビが！！
外壁のカビのクリーニングはプロにお任せ下さい。

お墓のクリーニングお墓のクリーニング

通常1㎡
600円 390円（税別）1㎡ ☎73－8720　FAX73－8721小城市小城町栗原1056

営業
時間 9時～18時

土・日・祝日も
営業してます。

外壁・外廻りのクリーニング・コーティング・お墓のクリーニング専門店

クリーニングで、お墓参りを気持ちよく！！クリーニングで、お墓参りを気持ちよく！！28,000円より28,000円より有
料
広
告

情報
INFORMAT ION

い
い
ろ
ろ

お知らせ

募集情報

開催案内

男女参画で夢をかなえるまち
づくり・ワールドカフェ

　カフェのような雰囲気で、小城市の未来につい
て語り合いましょう。皆さんの参加をお待ちして
います。
◆日時　８月29日（土）
　　　　10時30分～12時30分
◆場所　ひまわり
◆参加料　無料
�小城市男女共同参画ネットワーク

　（CSO市民活動センター「ようこそ」）
　　☎７2・3566

きらきら手芸教室　体験講座

　小物や人形、カゴ作りなど体験してみませんか？
　どなたでも参加できます。当日参加も可能です。
◆日時　９月２日（水）
　　　　10時～12時
◆場所　あしぱる
◆定員　20人
◆参加費　400円（材料費）

�芦刈公民館　☎3７・614０

油絵教室　彩
さい

彩
さい

　体験講座

　油絵を体験してみませんか？どなたでも参加で
きます。当日参加も可能です。
◆日時　９月10日（木）
　　　　13時30分～15時30分
◆場所　あしぱる
◆参加費　200円（材料費）
※汚れても良い服装でお越しください。

�芦刈公民館　☎3７・614０

小城町江里山　ひがん花まつり

　農村景観百選・棚田百選に選ばれた小城町江里
山地区では、毎年９月中旬～下旬にかけて、見事
なひがん花が咲き競います。見頃のひがん花の時
期に合わせてひがん花まつりを開催します。
　地元農産物、加工品の販売などイベントも盛り
だくさんです。
◆日時　９月23日（水・祝）　９時～
◆会場　江里山観賞広場周辺（小城町）
≪かかしフェスティバル≫
◆表彰式　11時～
◆展示期間　９月23日（水・祝）～30日（水）
≪さが棚田展≫
◆時間　９時30分～15時30分
≪棚田コンサート≫
◆時間　13時～16時
◆�無料シャトルバス　当日は岩松小学校を駐車場

として、小学校隣の給食センターから会場まで
シャトルバスを運行します。

　 　給食センターからの出発時間は９時30分～
15時までの30分おきで運行予定です。

　（江里山からの最終出発時間は16時20分です）
�農林水産課（東館１階）☎3７・6125

第35回小城市牛津産業まつり
出店者募集

【小城市牛津産業まつり開催日：11月８日（日）】
◆募集内容
　産業まつり出店者
◆参加決定
　詳細打ち合わせ後、実行委員会で決定します。
◆募集期限　10月２日（金）
　詳細は、お問い合わせください。

�産業まつり実行委員会事務局
　 　 （牛津芦刈商工会内）☎66・０222
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募集情報

開催案内

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
　①９月12日（土）　17時30分～19時30分
　②９月25日（金）　10時～12時
◆会場
　①芦刈海岸（物産販売所「ピョンタ」前集合）
　②三日月ふれあい公園（ドゥイング三日月集合）
　※小雨決行。雨天時は中止します。
◆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
◆定員　40人
◆対象者　市内在住の方
◆参加料　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
◆申込期限　各日３日前まで
　　　　　 （定員になり次第締め切ります）
※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

香椎愛子先生と津の里楽団の子どもたちによる
パーカッションアンサンブルコンサート

　市内で活動している吹奏楽団「津の里楽団」の
打楽器パートの子どもたちのコンサートです。
　マリンバやピアノなど、たくさんの打楽器を使っ
た、大人も子どもも楽しめるプログラムです。
　たくさんの方のご来場をお待ちしています。
◆日時　９月13日（日）　
　　　　13時30分 開場　14時 開演
◆場所　牛津赤れんが館
◆入場料　無料
◆出演
・マリンバ　香

か
椎
しい

愛
あい

子
こ

先生
　　　　（マリンバ奏者・津の里楽団打楽器講師）
・打楽器演奏　津の里楽団の子どもたち
・ピアノ　後

ご
藤
とう

志
し

織
おり

さん
　　　　（大分県立芸術文化短大２年）
�牛津公民館　☎3７・6143

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　８月29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

「かんたん！！シニア経済学入門」
小城長寿大学・三日月晩成大学合同公開講座

　年金、物価など私たちをとりまく経済的な環境
は日々変化しています。資産や相続など高齢者の
ための経済学を公開講座として開講します。
　興味のある方はぜひご参加ください。
◆日時　９月25日（金）
　　　　10時～11時30分
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆対象者　市内在住65歳以上の方
◆演題　「かんたん！！シニア経済学入門」
◆講師　野村証券株式会社　投資情報部
　　　　斉

さい
川
かわ

幹
みき

也
や

さん
◆申込期限　９月17日（木）
◆受講料　無料

�・小城公民館　　☎７3・3215
　　　・三日月公民館　☎７2・1616
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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

小城を100倍楽しくする

小城のフリーペーパー

272015
Vol.

８月下旬から

配本予定！！

http://oginow.sagasubanta.co
m市内のおすすめラーメンをご紹介！

有
料
広
告

小城市スーパープレミアム商品券
の取扱店を募集します

　10月24日（土）から販売される、小城市スーパー
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。
◆募集期間　９月１日（火）～９月30日（水）
◆受付場所　小城商工会議所、牛津芦刈商工会
※取扱店舗の登録は、お早めにお願いします！
〈発売予告〉
　小城市内で使える「小城市スーパープレミアム
商品券」を販売します。
◆発売日　10月24日（土）
※詳細は次号でお知らせします。

�・商工観光課（東館１階）☎3７・612９
　　　・小城商工会議所　☎７3・4111
　　　・牛津芦刈商工会　☎66・０222

中林梧竹「鎮國之山」銅碑に
説明板を設置しました

　富士山山頂に建つ中林梧竹書「鎮國之山」銅碑
台座に説明板を７月に設置しました。
　「鎮國之山」銅碑は中林
梧竹（1827年～1913年没）
が明治31（1898）年、72歳
のときに建立したものです。
後に、厳しい環境と落雷によ
り碑は破損しましたが、カル
ピス（株）創業者である三島
海雲氏により昭和42（1967）
年、再建されました。「鎮國
之山」とは国を鎮める山とい
う意味で、富士山のことを指
します。没後100年を機に計
画され、設置されました。

�文化課（桜城館内）　☎７1・1132

〜事業主のみなさまへ〜 高校生
の積極的な採用をお願いします

　現在、高校生の半数以上が県内への就職を希望
しています。厳しい経済状況ですが、早めの採用
計画を検討していただき、来春卒業する高校生が
１人でも多く就職できるよう、公共職業安定所ま
で求人の申し込みをお願いします。

�佐賀公共職業安定所　　☎24・5181
　　　佐賀労働局職業安定課　☎32・７216

石体まつり　第10弾

　神々の棲む村中散策、スローライフ�in�しゃく
ちゃー　みーーんなおいで！
　石体太鼓にチャレンジ！一緒に太鼓で遊ぼう！
◆日時　９月23日（水・祝）
　　　　10時～17時
◆場所　小城町石体　いやしの宿ほのか周辺
◆催し物
　・そば打ち体験
　・うーまん太鼓O

お た お た
TAOTA（小川太鼓）

　・竹と遊ぶ 山
やま

田
だ

節
よし

和
かず

 竹とんぼつくり
◆展示販売
　農産物・加工品、手作り小物、唐津焼
◆食べ物　石体そば、せせりの炭火焼き、
　　　　　おにぎりセットなど
�笑うて暮らそうやっ会（農家民宿ほのか）

　　☎７2・46９3（大石）
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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

育児サポーター養成講座

　子育てを応援してみようと思われる方、育児サ
ポーターになってみませんか？養成講座終了後、
希望される方は育児サポーターの登録を受け付け
ます。
◆日程　（全11コマ）
　９月25日（金）、29日（火）
　10月８日（木）、 ９日（金）
　　　19日（月）、22日（木）
※講座終了後、保育所実習を１日行います。
◆場所　桜楽館
◆受講料　無料
◆申込期限　９月24日（木）
　詳細は小城市社会福祉協議会のホームページを
ご覧ください。

�小城市子育て相互支援センター
　　���（小城市社会福祉協議会（担当　船津）
　　　☎７3・2７００

認知症・支え合って介護・
男も女も

　最近では、4人に1人が認知症になる可能性があ
ると言われています。かつては女性が中心だった
介護ですが、男性も担うようになり、地域あげて
の支援もこれからは必要になってきます。
　「男性介護者と支援者の全国ネットワーク・福岡支部」
の岡

おか
村
むら

敏
とし

治
はる

さんにお話しいただき、交流を深めます。
ご参加をお待ちしています。
◆日時　９月26日（土）
　　　　10時～12時
◆場所　桜楽館　多目的ホール
◆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

地域の人つなぎ・交流事業
「あらゆる人を巻込むコツ」講演会

　小さなつながりを大きなつながりへ!
　アクション（行動）を起こす仲間を増やすには
どうしたらいいか。人を巻き込んでいきたいと思っ
たときに大事な視点や考え方のコツを学びます。
◆日時　９月12日（土）　13時～16時
◆場所　ゆめりあ
◆対象者　 市内在住者。市内の事業所に勤務され

ている方。小城市に興味のある方。
◆講師　まちとしごと総合研究所
　　　　事業統括マネージャー　東

ひがし
　信

のぶ
史
ふみ

さん
◆ゲスト　丹波市市議会議員　横

よこ
田
た

　親
いたる

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

2４時間テレビチャリティー募金
「愛は地球を救う」

　市内の中学生が街頭募金活動を実
施します。皆さんのご協力をお願い
します。

学校名 募金会場 日時

小城中学校

スーパーモリナガ
小城店 ８月22日（土）

11時～14時ダイレックス
小城店

三日月中学校 ザ・ビッグ
三日月店

８月22日（土）
10時～17時

牛津中学校 ショッピングプラザ
セリオ

８月23日（日）
10時～12時

芦刈観瀾校
中学部

ショッピングプラザ
セリオ

８月22日（土）
10時～12時

�小城市社会福祉協議会
　　市民ボランティアセンター　☎７3・2７００
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有明海クリーンアップ作戦2015

　有明海は、さまざまな生物がすむ自然の宝庫で
す。その海を守るため、有明海沿岸４県（佐賀・
福岡・長崎・熊本）の県民と漁業者が一緒に行っ
ている海岸清掃活動にあなたも参加しませんか。
◆日時　９月５日（土）　８時～
◆場所　東与賀海岸
　　　 （干潟よか公園集合）
※参加された方には、記念品があります。
※荒天の場合は、９月６日（日）に順延します。
�佐賀県水産課　☎25・7144

県営住宅入居予備者を募集します

◆募集団地　小城団地
◆�入居資格
　県営住宅条例に定める入居資格が必要です。
◆資料配布　９月１日（火）～
　※ 資料は建設課（東館１階）でも若干準備して

います。
◆受付期間　９月４日（金）～10日（木）
　※９月６日（日）は受け付けします。
　※９月５日（土）は受け付けしません。
◆受付時間　９時～18時
　※ 登録の有効期限は、次回募集に伴う受付開始

日の前日までです。
�佐賀市八丁畷町８番１号（佐賀総合庁舎別館）

　　　佐賀県営住宅指定管理者　佐賀管理室
　　　☎2０・25００

乙宮社850年式年大祭を
開催します

◆日時　10月17日（土）　11時～　神事
　　　　10月18日（日）
　　　　10時～　御神幸、稚児行列
　　　　13時～　 牛津小学校による大蛇伝説や牛津

にわかなどさまざまな芸能奉納
◆場所　乙宮社（牛津町牛津765）
～稚児行列参加者募集中～
　鮮やかな衣装に身を包んで、一緒に行列で歩き
ませんか？
◆対象者　小学生まで（身長146㎝まで）
◆募集期限　９月30日（水）
◆衣装代　4,500円（祈願料込み）
～天上絵馬を作成するため
� あなたの絵馬を奉納しませんか～
　詳細は、お問い合わせください。

�乙宮社85０年式年大祭奉賛会事務局
　　　☎66・０11７（小柳）

無料調停相談会

◆日時　９月26日（土）　10時～15時
◆場所　佐賀市民会館　※予約不要
◆相談内容
　 借金、近隣トラブル、不動産、

交通事故、相続、離婚、家庭
内トラブル　など
◆�相談員
　民事・家事調停委員
　（弁護士である調停委員を含む）
�佐賀調停協会（佐賀家庭裁判所内）

　　☎2３・３1６1

ママとパパになりたい方のセミナー
〜不妊治療をお考えの方のために〜

◆日時　10月３日（土）　14時～16時
◆場所　アバンセ　第３研修室
◆対象者　不妊などに悩む本人・家族
◆定員　50人（先着順）
◆�内容　 佐賀県不妊専門相談センター医師とカウン

セラーの講演、不妊治療体験者の体験発表
◆参加費　無料　※要予約

�佐賀中部保健福祉事務所
　　　母子保健福祉担当　☎３0・218３

平成27年度
佐賀県警察官Ｂ採用試験

◆試験日　10月18日（日）
◆�受験資格　昭和61年４月２日～平成10年４月

１日に生まれた方（ただし、警察官A採用試験（大
学既卒・新卒）の受験資格がない方）
◆受験申込期限　９月11日（金）
※ 詳細は、佐賀県警察本部のホームページをご覧

ください。
�佐賀県警察本部警務課　☎24・1111
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　小城市観光ボランティアガイドの会は小城大好き！
歩くの大好き！小城の歴史を知りたい人の集まりです。
校外学習の子どもたちやガイドを希望される方に市内
の神社や歴史を散策しながらわかりやすく紹介する活
動をしています。そのために、毎月市内の観光名所で
現地研修を行い、実際に目で見て学んでいます。前回
は、恵比寿さん巡りを行いました。
　一緒に観光ボランティアになって小城の歴史や魅力
を再発見しませんか？

日時 毎月第1・3木曜日　13時～
☎72・7384（田尻）／小城市観光協会　☎72・7423☎72・7384（田尻）／小城市観光協会　☎72・7423

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　

プ レ ゼ ン ト 賞 品

　　※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。

★市指定ごみ袋
　（中10枚セット×２）
★小城羊羹
　（2本セット）

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

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。

7月号の答えは、①オート と ②八丁 でした。前回の答え 38通（正解者38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

※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」

◎図書館を知らない方々のために、本の特集なんかがあればもっと図書館の存在を知ってもらえるのではないでしょうか。
（30歳女性）　◎小城市内のボランティア参加を募集している団体の特集をしてほしい。（47歳女性）　◎今回特集された
キャンプ情報、全く知らなかったので、子供が大きくなったら是非利用したいです。（37歳女性）　◎ワンコインランチで頂ける
店とか紹介頂けたら小城の活性化にも繋がるのではないかと思います。（52歳女性）　◎季節の郷土料理を特集してくださ
い。小城には美味しいものがたくさんあると聞いたので！（62歳女性）　◎唐津線で久保田駅と小城駅の中間に三日月駅を
作って、市の活性化に！（78歳女性）

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！

５名様

1 特集からの問題です　長崎街道からたくさんの銘菓が生まれていますが、
長崎街道は、別名○○○○ロードと呼ばれています。

各課からのお知らせからの問題です　５年に一度の大調査
平成27年○○調査が行われます。皆さんのご協力をお願いします。2

ヒント カタカナ

■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、９月 10日（木）（当日必着）までに、ご応募ください。（１人につき１通）

・・・・・

TOWN TOPICSまちの話題 情報
INFORMAT ION

い
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ろ

お知らせ

募集情報

開催案内

小城市観光ボランティアガイドの会サークル

いき
いき

vol.4

女性・男性のための総合相談

　家庭内の心配事、夫婦間やパートナー間・恋人
間での暴力の悩み、結婚・離婚のこと、子どもの
こと、人間関係の悩みなど、相談員が一緒に考え
ます。一人で悩まず、ご相談ください。秘密は厳
守します。
◆女性のための相談窓口�⇒�☎26・００18
◎女性の相談員による総合相談
・電話　火曜日～土曜日　９時～21時
　　　　日曜日・祝日　　９時～16時30分
・面談　原則予約制
◎女性の弁護士による法律相談（予約制）
　毎月第１土曜・第３木曜　13時～16時
◎女性の臨床心理士によるこころの相談（予約制）
　毎月第３土曜日　14時～16時
◆男性のための電話相談�⇒�☎26・００2０
・男性の臨床心理士による電話相談
　第２・３・４木曜日　19時～21時
�佐賀県ＤＶ総合対策センター（アバンセ内）

　　☎28・14９2　FAX�25・55９1
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