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運動会

入園説明会・体験入園
ご案内

１０月１０日（土）８：３０～ （幼児かけっこ１０時頃）

１０月2０日（火）９：4０受付開始
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開催案内

8020達成者（80歳以上で20本以上
の残存歯数のある方）を募集！

◆�対象者
　小城町、三日月町在住の80歳以上（昭和11年３
月31日までにお生まれの方）で、残存歯数20本以
上の方
◆応募および事前審査・登録
　小城多久歯科医師会会員の歯科医院へ申し込み、
事前審査（無料）を受けてください。
※�歯科医師会会員の歯科医院を知りたい場合は、
下記までお問い合わせください。
◆募集期限
　10月23日（金）
◆表彰
　8020達成者と認定さ
れた方は、11月８日（日）
開催の「牛津産業まつり」
会場にて「8020認定証」
と記念品を贈呈します。（９時30分～11時）

�健康増進課（西館１階）　☎３７・６１０６

図書館 小城館は特別整理期間の
ため休館します

◆休館期間　９月29日（火）～10月８日（木）
　特別整理期間には、蔵書点検や書架の整理など
を行います。そのため、期間中は、貸出・予約・
各種お問い合わせは受け付けできません。
　小城館への返却は「返却ポスト」（正面玄関入口
の右手）に入れていただくか、三日月館または分
室へ返却してください。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
　なお、三日月館・牛津分室・芦刈分室は通常ど
おり開館しています。ご利用ください。
�市民図書館　小城館　☎７１・１１３１

図書館 牛津分室は、移転作業の
ため休室します

◆休室期間　11月１日（日）～平成28年１月４日（月）
　休室期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
　三日月館・小城館・芦刈分室は、通常どおり開
館しています。ご利用ください。
　なお、開室は、平成28年1月５日（火）予定です。
�市民図書館　三日月館　☎７２・494６

赤ちゃんハイハイレースの
参加者を募集します

　牛津産業まつりの中で赤ちゃんハイハイレース
を行います。
◆日時　11月８日（日）
◆場所　牛津産業まつり内
　　　　特設スペース
◆対象者　ハイハイができる
　　　　　未歩行の赤ちゃん
◆募集期限
　10月16日（金）
◆申込方法
　電話にてお申し込みください。

�産業まつり実行委員会事務局
　　　（牛津芦刈商工会内）　☎６６・０２２２

応援よろしく

でござる

ゆるキャラグランプリ2015に
エントリー中！！

　小城市公式キャラクターである「ようかん右衛
門」と「こい姫」が「ゆるキャ
ラグランプリ2015」にエント
リーしています。皆さん応援よ
ろしくお願いします。
◆投票期限　11月16日（月）
ゆるキャラグランプリ2015 検索

�商工観光課（東館１階）　☎３７・６１２9
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I   OGI
Let's spend a wonderful afternoon. 

小城市の魅力をたっぷりご紹介する55分間の生放送！
毎週木曜 12時～は「Ｉ♥OGI」で決まり☆ 詳しくは、エフエム佐賀のホームページ・

番組ブログをご覧ください。

おぎんちゅプロジェクト
会員募集中！

小城市にゆかりのある男性を対象とした「恋応援企画」！
男を磨いて、婚活イベントに参加して、

　　　　を見つけましょう ！新しい恋新しい恋

77.9MHz

お問い合わせ エフエム佐賀　☎0952‒25‒7790

有
料
広
告

佐賀わくわくプレミアム商品券の
ご利用は、お早めにお願いします！！

　佐賀わくわくプレミアム商品券の使用期限が
「平成２７年１０月２０日（火）」までとなっています。
使用期限を過ぎた場合はご利用いただけません。
　また、返品や換金にも応じられませんので、必
ず期限内にご利用ください。
◆使用期限　10月20日（火）
◆取扱店舗　のぼり・ポスターなどがある店舗
�・小城商工会議所　☎７３・4１１１

　��・牛津芦刈商工会　☎６６・０２２２
　��・佐賀県商工課　　☎２５・７０9５

「スーパープレミアム小城」
商品券を販売します

　小城市では、市内で使える商品券「スーパープ
レミアム小城」を販売します。
　販売価格1万円で、１万２千円分使える商品券
です。
◆販売金額　1セット1万円
◆額面　1セット1万２千円（500円×24枚）
◆購入可能枚数　一人５セットまで
◆販売枚数
　約４万セットを販売し、売り切れ次第販売終了
◆販売開始日
　10月24日（土）　９時30分～
◆販売場所
　小城公民館、小城市役所、牛津体育センター、
あしぱる（10月26日（月）以降は小城商工会議所、
牛津芦刈商工会）
◆商品券利用期間
　10月24日（土）～平成28年２月23日（火）
※使用しきれなかった分の払い戻しはいたしません。
�・小城商工会議所　　☎７３・4１１１

　��・牛津芦刈商工会　　☎６６・０２２２
　��・小城市商工観光課　☎３７・６１２9

個別予防接種を受けることが
できる市内医療機関の変更

　４月に各世帯に配布している『子どもの健康カ
レンダー』の医療機関に、一部変更がありました
のでお知らせします。

医療機関名 変更内容

樋口クリニック
（牛津町）

休院により、予防接種が
できません。

�健康増進課（西館１階）　☎３７・６１０６

里親制度をご存知ですか

～１０月は里親月間です～
　里親とはさまざまな事情により、親と一緒に生
活することができない子どもたちを家庭に迎え入
れ、愛情と真心を込めて養育してくださる方のこ
とです。
※特別な資格などは要りません。
《里親の種類》
◆養育里親
　親が育てられるようになるまでの期間、自分の
家庭で育ててくれる里親
◆養子縁組
　将来、養子として育ててくれる里親
◆親族里親
　両親がいない子どもを親族（祖父母・兄姉）が
育てている家庭
◆専門里親
　虐待を受けた子どもや障がいのある子どもなど、
専門的な対応を要する子どもを育てる里親
�佐賀県総合福祉センター　里親担当

　　（佐賀県中央児童相談所）
　　☎２６・１２１２

小城市広報 2015年10月号15



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
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開催案内

大規模な土地取引には届出が
必要です

　一定面積以上の土地を売買などの取引をした場
合は、国土利用計画法により当該土地の所在する
市町の長を通して佐賀県知事に届け出なければな
りません。
　その利用目的が、公表されている土地利用に関
する計画に適合しているかなどを審査し、場合に
よっては利用目的の変更を勧告することがありま
す。
　届出をしなかったり、偽りの届出をしたりする
と罰則が科せられることがあります。
◆届出対象面積
　5,000㎡以上（市内全域）
◆届出義務者　買主
◆届出時期
　契約締結後、契約日も含め２週間以内
◆届出先
　当該土地の所在する市町
◆罰則
　６か月以下の懲役
　または100万円以
　下の罰金
�・佐賀県土地対策課　☎２５・７０３4

　��・まちづくり推進課（東館１階）　☎３７・６１２１

第65回（市制10周年記念）
小城本町シャンシャン祭

◆日時　10月18日（日）　９時～16時30分
◆内容・会場
《本町通り》
・御神輿　10台　（10時～）
・道行き～総おどり～（12時～）
・フリーマーケット
《メイン会場・下町交差点》
・�小城太鼓、牛津高校ジャンベ、多久孔子の里獅
子舞、渕

ふち
上
がみ
史
ふみ
貴
たか
ほか各団体による出し物（９時～）

《元気館》
・大抽選会（15時30分～）
・昔のシャンシャン祭りを振り返る写真展
※�当日は小城駅前～小城下町交差点は８時～17時
の間、全面車両通行止めです。
�シャンシャン祭　祭典委員会

　　☎７２・３６２５（青柳）、☎７３・３２１０（力武）

有明海へのごみなどの流出防止に
ご協力ください

　10月、11月は海苔の採苗育苗期です。
　そこで、農業用水路・クリークなどの水落とし
は海苔の採苗育苗期に集中しないよう計画的な分
散放流をお願いします。また、水落としの際には
ホテイアオイなどの水草が河川などに流出しない
ように適切な樋

ひ
門
もん
操作をお願いします。

�・佐賀県有明海漁協芦刈支所　☎６６・１２２５
　��・農林水産課（東館１階）　　☎３７・６１２５

テナント募集中

　平成28年1月にオープンする「まちなか市民交
流プラザ」内の貸し店舗入居者を募集しています。
◆面積　74㎡程度
◆場所
　小城町253番地21（小城庁舎跡）
◆業種　飲食業
　　　　（厨房設備などは入居者が施工）
◆家賃　月額（最高）192,780円（税込み）
　　　　（管理費別途、水光熱費実費）
◆応募期限　10月９日（金）
◆その他
　交流プラザ内の共有スペース（屋外テラス、屋
内ホールなど）は飲食可能です。

�・株式会社まちづくり小城　☎３７・６７０１
　　　・小城商工会議所　　　　　☎７３・4１１１
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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

平成28年度佐賀県農業大学校
学生募集

◆試験日
　（推薦）11月６日（金）
　（一般一次）平成28年２月�２日（火）
　（一般二次）平成28年３月15日（火）
◆願書受付期間
　（推薦）10月13日（火）～28日（水）
　（一般一次）
　　平成28年1月６日（水）～20日（水）
　（一般二次）
　　平成28年２月17日（水）～３月９日（水）
◆場所　佐賀県農業大学校
◆定員　・本科（２年制）50人
　　　　・専科（1年制）若干名
◆応募資格
　既高卒者または平成28年３月高卒見込の方

�佐賀県農業大学校　養成部　☎4５・２１44

依存に関する研修会
「アディクションフォーラム」

　アルコール、ギャンブル、薬物などの依存症と
その回復について考えてみませんか？
◆日時
　10月10日（土）
　12時30分～16時30分
◆場所
　西九州大学神埼キャンパス　３号館
　（神埼市神埼町尾崎4990−９）
◆内容
講演　「依存症の回復と家族の役割」
講師　諸

もろ
隈
くま
�琢
たく
�さん

　　 （多布施クリニック副院長）
※体験談発表やミーティングなども行います。
◆参加費　無料　申込み不要
�佐賀県精神保健福祉センター　☎７３・５０６０

第６回　小城市福祉大会
～福ふくまつり～

◆日時　10月17日（土）
　　　　９時～15時（受付８時30分～）
◆場所　桜楽館
　　　　館内および北側駐車場
◆講演　「夢と、ともに。」
　　　　塚

つか
本
もと
泰
たい
史
し
さん

　　　 （元Ｊリーガー：大宮アルディージャ）
◆イベント
　ブラインドサッカー体験、健康相談、福祉用具
の展示、手浴体験、キャンドルづくり体験など
※キャンドルづくり体験は有料です。
◆入場料　無料
◆駐車場　小城公園　自楽園グラウンド
　　　　　（無料シャトルバスを運行します）
　開催に伴い、福祉大会当日は桜楽館のお風呂は
お休みです。
�小城市社会福祉協議会　☎７３・２７００

中高生向け 「音楽スタジオ講習」

◆日時　10月５日（月）
　　　　「ドラム」
　　　　10月26日（月）
　　　　「ベース・ギター」
◆時間　17時30分～18時30分
◆場所　小城市児童センター
　　　　音楽スタジオ
◆対象者
　市内在住の中高生
　市内の高校に通学する高校生
◆定員　各講座５人（先着順）
◆受付期間
　10月1日（木）～26日（月）※要予約

�小城市児童センター　☎７２・１３００
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開催案内

多くの人が集まる催しを行う場合
は次のことに注意してください！

　多くの人が集まる催しでは、火気器具を使用す
る露店などに次のことが義務付けられています。
①露店などを開設する際の届出
②消火器の準備
【多くの人が集まる催しの例】
・自治会などが実施する祭り
・事業所が近隣住民などを招いて実施する催し
・�学校で開催されるバザーで関係者以外に周知し
来場される催し　など
◎�近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催
するもちつき大会のように、相互に面識がある者
が参加する催しなどは対象外となります。
　このほか、大規模な催しのうち、消防署長が指
定するものは、主催者に防火担当者の選任、火災
予防上必要な業務計画の作成・提出などが義務付
けられています。
　ご不明な点は最寄りの消防署へお尋ねください。
�小城消防署　予防指導課

　　☎６６・１５4１　FAX６６・１５4２

全国一斉！ 法務局休日相談所

　「相続・遺言や抵当権抹消登記」「戸籍の届出や
国籍に関する相談」「いじめなどの人権相談」など
でお困りのことをご相談ください。
◆日時
　10月４日（日）　10時～15時
※要事前申し込み。
◆相談料　無料
※�当日は各種申請の受け付けや証明書の発行など
はできません。
◆開設場所
　ほほえみ館��４階（佐賀市兵庫北三丁目８−36）

�佐賀地方法務局�総務課
　　　☎２６・２１49（当日�☎０８０・２７３７・２4７２）

介護の日　記念イベント

◆日時　11月６日（金）
　　　　13時10分～16時30分（開場12時）
◆場所　佐賀市文化会館　中ホール
　　　　（佐賀市日の出1−21−10）
◆内容
《記念講演会》
・第１部
　『大家族　支え愛、見守り愛、励まし愛』
　講師　西

にし
川
かわ
ヘレンさん（タレント）

・第２部
　『認知症の方への関わり方』
　講師　市

いち
丸
まる
徳
のり
美
み
さん（認知症看護認定看護師）

　（介護老人保健施設ケアコートゆうあい）
〈介護に関する相談会〉
・介護相談コーナー
・介護福祉用具展示
・介護福祉士養成学校案内、相談
◆入場料　無料
※お願い　�当日は駐車場の混雑が予想されます。

ご来場の際は、できるだけ公共の交通
機関をご利用ください。

�・佐賀県介護保険事業連合会　☎３６・9３６８
　　・佐賀中部広域連合　給付課　☎4０・１１３4

精神保健「患者・家族講座」の
ご案内

　精神疾患で治療中（統合失調症や躁うつ病など）
の方やご家族を対象に開催します。
◆場所　佐賀中部保健福祉事務所
◆時間　13時30分～15時（受付13時15分～）

日時 内容 講師

10月14日（水）精神疾患について 精神科医師

10月20日（火）家族対応の仕方 作業療法士

10月29日（木）地域生活で利用できるサービス 精神保健福祉士

・�参加希望の方は、開催日1週間前までにお申し
込みください。
・1回のみの参加も可能です。

�佐賀中部保健福祉事務所　☎３０・１６9１
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「さが出会いサポートセンター」
登録会員募集中！

　県では、さが出会いサポートセンター（佐賀、唐
津、鳥栖）を設置し、独身男女の出会いを支援して
います。出会いをお探しの方は、ぜひご利用ください。
　ご利用いただくには、会員登録が必要です。
◆対象者
　20歳以上の独身の方
◆会費　6,000円／年
　ただし、加入月から加入月の年度末まで、月割
で一括して納入していただきます。
◆入会に必要なもの
　入会申込書、本人・住所を確認できる書類、独
身であることを証明できる書類、写真
◆受付時間　（月・木・金）　12～19時
　　　　　　（土・日・祝）　10～17時
　　　　　　（火・水休み）
※詳細はお問い合わせください。

�さが出会いサポートセンター
　　　佐賀センター　☎２０・０１５１
　　　 �info@sagadeai.com

平成27年度 障害者
就職面接会を開催します

　就職を希望する障がいのある方に、多くの企業
との情報交換の場を提供するために「障害者就職
面接会」を開催します。
◆日時　10月14日（水）
　　　　13時30分～16時
◆場所　佐賀県総合体育館　大競技場
　　　（佐賀市日の出1−21−15）
�ハローワーク佐賀　☎２4・4５１０

自衛官募集案内説明会を
開催します！

　自衛隊は、国民の生命・財産と領土・領海・領
空を守ることを任務としています。自衛官などの
募集に関する各種説明を行いますので、少しでも
興味・関心のある方の参加をお待ちしています。
◆日時　10月18日（日）　10時～15時
　※ご都合がいい時間帯にご参加ください。
◆場所　ドゥイング三日月　小研修室
◆参加費　無料

平成２７年度　第４回自衛官候補生募集
◆募集種目　自衛官候補生（男子）
　　　　　　※３・４月入隊予定
◆受験資格
　18歳以上～27歳未満
◆試験日　10月24日（土）
◆試験場所
　陸上自衛隊　目達原駐屯地
　詳細は、自衛隊佐賀地方協力本部ホームページ
　 佐賀地本 検索

�佐賀地方協力本部　募集課　☎２4・２２9１

子どもを育てるまちづくりワークショップ
「家庭の事情とまちの事情」

　小さな気づきや意見が、まちづくりの未来に広
がっていきます！子育て中の方、子どもを見守る
地域の皆さんの参加をお待ちしています！
◆日時
　10月31日（土）
　13時～16時
◆場所
　桜楽館　研修室
◆講師
　・NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会
　　理事長　石

いし
橋
ばし
裕
ゆう
子
こ
さん

　・（一社）文化・芸術の泉�アール・フォンテヌ
　　代表理事　古

ふる
川
かわ
久
く
美
み
子
こ
さん

◆参加費　無料
※�一時保育が必要な方は10月22日（木）までに、
下記の問い合わせ先にご予約ください。
�CSO市民活動センターようこそ

　　　（NPO法人ようこそ小城）　☎７２・３５６６

佐賀県立盲学校「公開講座」を
実施します

◆日時　10月25日（日）
　　　　８時30分～12時40分
◆場所　佐賀県立盲学校
　　　　（佐賀市天佑1丁目５−29）
◆内容
　８時30分～受付
　８時50分～12時40分　公開授業、個別の相談会
�佐賀県立盲学校　☎２３・4６７２
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　現在、市内には２つの写真クラブがあります。私達
フォトクラブ三脚は、主に牛津町在住の、写真やカメ
ラ好きが自然に集まった写真クラブです。（会員に住
所制限はありません）
　月例会に作品を持ち寄り、会員相互に評価し、年に
２点作品をつくることを目的に活動しています。
　また、年に２～３回ほど、撮影旅行を行っていま
す。会費は月1,000円です。会員は随時募集していま
す。写真を趣味に楽しみたい方はご連絡ください。
　“楽しく写真ライフを過ごしましょう”

例会日時 毎月第３火曜日　19時30分～21時30分 場所 牛津公民館

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　

会長☎090・3320・0628（坂井）／ 事務局☎090・6294・4089（相川）会長☎090・3320・0628（坂井）／ 事務局☎090・6294・4089（相川）

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。

TOWN TOPICSまちの話題 情報
INFORMAT ION

い
い
ろ
ろ

お知らせ

募集情報

開催案内

フォトクラブ三脚サークル

いき
いき

vol.5

vol.10

J1リーグも残すホーム戦はあと４つ

　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。

　８月1日（土）はスペインのみならず、ヨーロッパを代表
する名門クラブのアトレティコ・マドリードの一戦で先制さ
れながらも同点に追いつくなど粘り強い戦いを見せたサガン
鳥栖。そして、「EAFF東アジアカップ2015」メンバーに初
選出された藤田直之選手が８月５日（水）韓国戦に初出場を
果たしました。同じく選出されていた金民友選手、キムミン
ヒョク選手を擁する同国との対戦。「感慨深かった（藤田直
之選手）」と忘れられない一戦となりました。
　そして再開されたリーグ戦。8月16日（日）アウェイでの
モンテディオ山形戦では代表選手たちの活躍もあり、３対1
で勝利！続く22日（土）は横浜Ｆ・マリノスに逆転負けを
喫しますが、今季J1リーグ戦初出場を果たした田村亮介選手
は「これからチームの勝利を自分で決定づけるようなプレー
ができるように、もっと頑張りたい」とホームでの勝利に闘
志を燃やします。リーグ戦もホームではあと４つ。ベストア
メニティスタジアムで繰り広げられる熱い戦いを見逃せな
い。（８日26日著）

９月・10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12節 ９月26日（土） 15時 ヴァンフォーレ甲府 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14節 10月17日（土） 18時30分 名古屋グランパス

一定の障がいがある65歳から7４歳の方は
後期高齢者医療制度に加入できます

　65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがある
方は、申請して佐賀県後期高齢者医療広域連合の
認定を受けることで、後期高齢者医療制度に加入
できます。
　認定されると、それまで医療を受けていた国保
や健保組合などから後期高齢者医療制度に移るこ
とになります。また、75歳になるまでは、撤回の
届けをすれば、いつでも後期高齢者医療制度から
脱退することができます。
　対象となる障がいの程度、加入後の医療負担割
合や保険料など、詳細はご相談ください。

�・佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎６4・８4７６
　　・国保年金課（西館１階）　☎３７・６１０１
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