
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］　９月７日（月）～20日（日）
 ①９時45分～　②17時～　③19時45分～
※時間は変更になることがあります。

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９月巡回表
巡回日 時間 場所

１日（火） 14：00～14：45 ケアハウス　アミジア
９日（水） 10：15～10：45 西分農村公園
11日（金） 10：00～10：30 大地町駐在所

1６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）

2５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

日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

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

９月の休館日

※小城館は９月2９日～1０月８日まで蔵書点検のため休館します。
※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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人権のまど人権のまど

くらしの
情　報

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）

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】 ９月10日（木）・24日（木）
【時　間】 17時15分～20時
【場　所】 税務課（西館１階）　☎37・6104

９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。

国民健康保険税（４期）

「携帯電話を送れ」は詐欺です
　お金が急に必要になったが、サラ金などで借り入
れができなかったため、 ｢借入先を紹介します｣ と
いうメールを見て連絡した。業者は ｢あなたの信用
を見るために、あなたの名義で携帯電話を契約し、
それを送ってくれれば、買い取ります｣ と言う。言
われたとおりに携帯電話を契約し、業者に送ったと
ころ、新品にもかかわらず、低額で買い取られた。
その後紹介を受けた借入先に連絡するが、連絡が取
れず、借り入れもできない。どうすればよいか。

◎�自分名義の携帯電話を事業者に無断で譲渡するの
は法律に抵触する恐れがあります。
◎�譲り渡した携帯電話が振り込め詐欺に使われるか
もしれません。
◎�契約した携帯電話の機種代金や利用料の支払いは、
契約者に請求されます。困った時は消費生活セン
ターにご相談ください。

消費生活センターからのアドバイス

　自尊感情とは、簡単に言うと「自分が大好き」
ということです。
　皆さんは、童謡の「ぞうさんの歌」をご存知で
しょうか。
　この歌を作詞した「まどみちお」さんが、この
歌詞について、「ゾウの子は、鼻が長いねと悪口
を言われた時に、しょげたり腹を立てたりする代
わりに、一番好きな母さんも長いのよと誇りを
持って答えた。それは、ゾウがゾウとして生かさ
れていることが、すばらしいと思っているからで
す。だからこの歌は、ゾウに生まれてうれしいゾ
ウの歌」と話されています。
　目や肌の色が違うから、それが個性で素晴らし
い。違っても、みんな仲良くしようということです。
　周りの子と比べて叱咤激励をすることが、子育
てと勘違いをしている親、しつけと称して虐待す
る親、子どもにお金や物を与えて愛情を注いでい

ると思っている親もいます。
　子どもにとって大切なことは、周りから、大切
にされていると思えることや、やりたいことが、
最後までやり通せること（応援してくれる人がい
ること）、いろんなことを聞いてくれる人がいる
こと（心が通じる人がいること）、自分はいいと
ころがあるという気持ちを持つこと（自分を好き
になること）です。
　いろいろな欠点や違いがあっても、自分自身の
価値観に気付きながら、お互いの立場を認め合い、
自分らしさを確立していくことが大切です。自分
を大切に思う気持ち（自尊感情）が、人のことを
大切にしようという気持ちに
つながると思います。

『自尊感情を育てましょう』
社会教育指導員　木村　博重

�人権・同和対策室（西館１階）��【担当】熊手・千々和　☎3７・6136
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