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店頭にてお申し込みの際に
「広報さくら」を見たよ！と言っていただくと

1１
月
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日
（月）
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！！ 数に限りが

ありますので
お早めに！

ご来店者限定特典

お問合せ・お申込み

年賀状印刷
2016年  申年  お年玉付年賀はがき

ウッキウキ！
ワックワク！
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開催案内

無料歯科相談会と歯ブラシ交換会
を開催します

　小城・多久歯科医師会の主催で開催します。
　この機会に歯を見直しましょう。
◆日時　１１月８日（日）　9時30分～１１時30分
◆場所　牛津産業まつり会場
◆無料歯科相談会
　簡単な健診（希望者のみ）とご相談を歯科医師
がお受けします。
◆歯ブラシ交換会
　使用済みの歯ブラシをお持ちください。新しい
歯ブラシと交換します。（お一人１本まで）
�健康増進課（西館１階）　☎37・6106

第１１回小城市少年少女の声大会

　市内の小学５・６年生や中学生が、日頃社会と
の関わりの中で考えていること、感じていること
を発表します。その思いや考えを、ぜひ、子ども
たちの声でお聞きください。
　多くの方のご来場をお待ちしています。
◆日時　１１月２8日（土）　9時30分～
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆出場者　市内の小・中学校の代表者　各１人
◆アトラクション　三日月中学校�合唱部
◆入場料　無料
�青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内）

　　☎37・6132

１１月１２日（木）〜２5日（水）は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間

◆女性に対する暴力とは
　DV（ドメスティック・バイオレンス）、性犯罪、
ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・
ハラスメントなど「女性の人権を侵害するあらゆ
る行為」のことです。
◆DVとは
　配偶者やパートナーからの身体
的・精神的・性的・経済的暴力を
指します。最近は「デートDV」と
言われる交際相手からの暴力も問
題化しています。
◆相談窓口　～ひとりで悩まずご相談ください～

�・企画政策課（西館２階）　☎37・6115
　 ・社会福祉課（西館１階）　☎37・6107

社会福祉課 ☎3７・６１0７ 月～金／8時30分～１７時１5分

配偶者暴力
相談支援
センター

☎２６・00１8
火～土／９時～２１時
日・祝日／９時～１６時30分
月／休み

☎２６・１２１２
月～金／8時30分～１７時１5分
土・日・祝日／休み
※緊急の場合は２４時間

警察
レディース
テレホン

☎２8・４１8７ 月～金／8時30分～１７時１5分

女性に対する暴力
根絶のマーク

「介護の日」相談会のお知らせ

　高齢者の介護について質問や相談をお受けしま
す。介護事業所の相談員と介護支援専門員が対応
します。
◆日時　１１月１１日（水）　１0時～１６時
◆場所　ダイレックス三日月店（店舗出入口周辺）
※相談無料
�佐賀県介護保険事業連合会　☎36・9368

最低賃金
１時間�６７8円�→�６９４円へ

　１0月４日から佐賀県最低賃金が改定されました。
　佐賀県特定（産業別）最低賃金は別途決定され
る予定です。
�佐賀労働局　賃金室　☎32・7179
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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
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開催案内

小城市公民館体験講座
「エコクラフトバッグ教室」

◆日時
　①１１月１２日（木）　１3時30分～１5時30分
　②１１月１8日（水）　１0時～１２時
　③１１月２5日（水）　１0時～１２時
◆場所　牛津公民館　第２研修室
◆講師　山

やま
口
ぐち
真
み
冬
ふゆ
さん

◆内容
　①小物入れ
　②大きなカゴバッグ（前編）
　③大きなカゴバッグ（後編）
◆対象者　成人の方向け
◆定員　２0人程度（先着順）・託児あり
◆参加料　①500円
　　　　　②③通して１,500円
◆持ってくるもの
　はさみ、30㎝定規、洗濯ばさみ（２0個）
◆申込締切日　各日１週間前まで
※①は１日のみの参加も可。
　②③は原則両日参加。

�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

予防接種ができる市内医療機関
が追加されました

　広報『さくら』１0月号でお知らせしました高齢者
インフルエンザ・高齢者肺炎球菌の予防接種がで
きる医療機関に、次の医療機関が追加されました。

医療機関名 電話番号 高齢者
インフルエンザ

高齢者
肺炎球菌

ひらまつ
クリニック
（小城町）

２0・3500 ○
（要予約）

○
（要予約）

�健康増進課（西館１階）　☎37・6106

平成２8年版
さが県民手帳を発売します

　佐賀県の過去１0年間の天気や県・各市町の主要
な統計資料が掲載された大変便利な手帳です。
　ぜひご利用ください。１１月に販売予定です。
◆価格（専用鉛筆付き）
・大型　（１5.４㎝×8.8㎝）　 ７00円� ブルー・小型　（１１.8㎝×７.0㎝）　 550円
・A5版（２１.0㎝×１４.７㎝）１,300円� ピンク
◆販売場所　企画政策課
※�佐賀県書店商業組合加盟書店（ブックスグリー
ンウッド小城店、積文館書店佐賀三日月店など）
でも購入できます。
�企画政策課（西館２階）　☎37・6115

小城ばんたーねっとTV
おぎゅっと

　小城市の生活・イベント情報・マメ知識など
を楽しく紹介する、「小城ばんたーねっとTV�お
ぎゅっと」というインターネット番組を放送して
います。ぜひご覧ください。LINEでも配信中！
小城ばんたーねっとＴＶ 検索

�総務課（西館２階）　☎37・6113

建設発生土の受入地を
募集します

　市公共事業で多量の残土が発生する見込みがあ
ります。建設発生土の有効利用の観点から、長崎
自動車道小城パーキングエリア周辺に土地をお持
ちの方で、盛土をお考えの方を募集しています。
　詳細は、市ホームページをご覧いただくか、担
当課へお問い合わせください。
市ホームページから� 建設発生土　小城市 検索

�建設課（東館１階）　☎37・6120
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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

282015
Vol.

10月下旬から

配本予定！！

http://oginow.sagasubanta.co
m

特
集
期間限定メニューなど、
おぎなう編集部イチオシの
パン情報が盛りだくさん！

食欲の秋！

有
料
広
告

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
　①１１月１3日（金）　１0時～１２時
　②１２月１２日（土）　１5時～１７時
◆会場
　①牛津総合公園グラウンド
　②芦刈海岸　(物産販売所「ピョンタ」前集合)
　※小雨決行。
◆�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（先着順）
◆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
◆申込締切日　各日３日前まで
※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

ウィメンズカレッジ受講者募集�!

　税についての正しい知識を一緒に学びましょう。
　男性の参加も大歓迎です。多くの皆さんの参加
をお待ちしています。
◆日時　１0月30日（金）　１0時～１１時50分
◆場所　アイル
◆内容　「聞いて得する税の話」
　　�野中義美税理士事務所　所長　野

の
中
なか
義
よし
美
み
さん

◆対象者　どなたでも
◆受講料　無料
�小城市地域婦人会　☎66・2626（古賀）

まちなか市民交流プラザ
予約受付中

　小城町に建設中のまちなか市民交流プラザは、
平成２8年１月４日（月）開館予定です。
　会議室や多目的ホールの予約は、使用する３か
月前から予約できます。
＜例＞平成２8年２月１４日に使用したい場合
　　　平成２７年１１月１日から予約可能
　また、広く周知する催事（コンサートなど）は、
３か月よりも前から予約ができます。
　交流プラザの利用についてのご相談・ご予約は
下記までお願いします。

�指定管理者
　　　株式会社まちづくり小城
　　　小城市小城町277−２（小城本町）
　　　☎37・6701　FAX�37・6702
　　　受付時間　平日９時〜17時
　　　　　　　（土・日・祝日は休み）

第35回�小城市牛津産業まつり
西の浪花の復活祭

◆日時　１１月８日（日）　9時～１６時
◆場所　牛津赤れんが館、牛津高校前、乙宮社、
　　　　佐賀東信用組合　牛津支店、洗濯王
◆内容
・牛津赤れんが館
　福岡よしもとお笑いライブ、
　「この町と一緒に」合唱曲披露
　（野副一喜＆牛津小・砥川小）
・牛津高校前
　ママレイド・ラグ、野副一喜ライブステージ
・乙宮社
　牛津小学校演劇（牛津と為朝）
・洗濯王
　赤れんが横丁ビアガーデン　など
�小城市牛津産業まつり実行委員会

　（牛津芦刈商工会内）　☎66・0222
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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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開催案内

地域の人つなぎ・交流事業「多様な
関わり方をデザインする」講演会

　「何か始めたいけど…」それぞれの立場からで
きることを持ち寄り参加できるコミュニティをつ
くる方法を学んでみませんか。
◆日時　１１月１４日（土）　１3時～１６時
◆場所　牛津赤れんが館（牛津町牛津58６）
◆�対象者　市内在住の方、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　まちひ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
　コミュニティ＆イベントプロデューサー
　中

なか
島
しま
明
あきら
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
君も貴女も「にわかスター」に
なってみないか！

　佐賀にわかの原点と言われる牛津にわか。長崎
街道牛津宿に根付いた笑いの文化「牛津にわか」は、
あの筑

ちく
紫
し
美
み
主
す
子
こ
一座も牛津で芸を磨いたといいま

す。笑いの文化を子どもたちに引き継いでもらう
ために、にわかを習いたい小中学生を募集します。
◆対象者　市内在住の小・中学生

�・牛津赤れんが会
　　　　☎090・8762・8326（田中）
　　　・うしづ仁〇加倶楽部
　　　　☎090・8416・3716（井原）

秋の普
ふ
茶
ちゃ
料理食事会を開催！

　普茶料理とは江戸時代初期に中国から伝来した
黄
おう
檗
ばく
宗
しゅう
と共に伝わった精進料理です。

◆日時　１１月２２日（日）　１２時～
◆場所　小城公民館　晴田支館
◆食事券　４,000円／人
◆食事券の販売
　１１月４日（水）　８時30分～（先着６0人）
◆食事券の販売場所　小城市観光協会
�（一社）小城市観光協会　☎72・7423

井島トリオ・ジャズコンサート

◆日時　１１月２９日（日）
　　　　１４時～（開場１3時）
◆場所　牛津赤れんが館
　　　 （牛津町牛津58６）
◆入場料　１,000円
�・牛津赤れんが館　☎66・0221

　 ・牛津赤れんが会　☎080・4694・3158

ごちく祭を開催します

◆日時　１0月3１日（土）　１６時～　※雨天中止
◆場所　北小路公民館
◆内容　・古筆交換会　富くじ　金魚すくい
　　　　・小城太鼓の演奏　など
�ごちく祭実行委員会　☎72・4401（藤山）

第８回�葉隠連珠
（五目並べ）大会開催

◆日時　１１月８日（日）
　　　　受付�１２時30分～／対局開始�１3時～
◆場所　あしぱる
◆参加資格　五目並べのできる方はどなたでも
◆定員　先着２0人
◆参加費　300円（小・中学生は無料）

�葉隠連珠会　☎090・4993・1750（福島）
　　　　　　　　　☎66・1788
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秋の火災予防運動

〜「無防備な　心に火災が　かくれんぼ」〜
　１１月9日（月）～１5日（日）は、秋季全国火災
予防運動期間です。火災が発生しやすい時季を迎
えます。火災予防に心掛けましょう。
※�住宅用火災警報器は、平成２3年６月１日から設
置が義務付けられています。

�・小城消防署　☎66・1541
　 ・防災対策課（西館２階）　☎37・6119

住宅用火災警報器

このマークが
表示されてい
るものをお勧
めします。

あなたも農業を
始めてみませんか！

　１１月は『新規就農推進強化月間』です。
　市では、これから農業を始めようとする方を応
援しています。本格的に農業を始めようという方
はもちろん、農業に興味があり、将来農業を始め
たいとお考えの方からの相談もお待ちしています。
�農林水産課（東館１階）　☎37・6125

「社会人のための就農基礎講座」
受講者募集

　３日間の講座や農業体験で就農と農業の基礎知
識を学びます。
◆日時
　１１月１8日（水）～２0日（金）
◆定員　１0人
◆受講料　無料
◆募集期限
　１１月9日（月）

�佐賀県農業大学校　☎45・2145

エネルギー探検
わくわくバスツアー

　九州経済産業局の主催で発電施設などを巡るバ
スツアーを開催します。
◆日時
　１１月１5日（日）
　８時30分～１６時30分（予定）
◆場所
　（集合）小城市役所１階ロビー
　（行先）玄海町（エネルギーパーク�他）
◆対象者
　小学生（高学年）
　または中学生とその保護者
◆定員　２0組４0人
※応募者多数の場合は抽選。
　当選者にはご連絡します。
◆参加費　無料
◆内容
　エネルギー学習教室や工作教室など（昼食付）
◆�申込先
　住所・保護者氏名・子どもの学年・電話番号を
記載の上、はがきでお申し込みください。
◆申込期限
　１0月30日（金）（当日消印有効）

�〒812−0018
　　　福岡県福岡市博多区住吉2−15−10
　　　株式会社プランニング松元
　　　☎092・284・9211

おぎんちゅプロジェクト
【第３回おもてなし会】参加者募集中！

　エフエム佐賀「I♡OGI」主催の婚活イベント。
今回は、秋の一大イベント「清水竹灯り」と清水
名物「鯉料理」を堪能して、素敵な恋の灯をとも
しましょう！
◆日時　１１月１5日（日）
　　　　１６時～２１時30分頃の予定
◆集合場所　JR小城駅
◆参加費　男性　3,000円　女性　２,000円
　　　　　（竹灯り協力金500円含む）
◆�対象者　２0歳以上の独身の方（男性は、市内在
住または市内の事業所に勤務する方限定）
◆�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　１１月８日（日）
　おぎんちゅプロジェクト男性会員も随時募集中！
　「男磨き」をして、新しい恋を見つけましょう！
※�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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お知らせ

募集情報

開催案内

佐賀県療育支援センター
児童発達支援センター『くすのみ園』

〜平成28年度　入園希望受付について〜
　発達の遅れや集団生活に不安のある自立歩行可
能な在宅の幼児を対象に、日々通園の集団での療
育支援を行います。
◆対象年齢　２歳～６歳未満
◆予定人員　１0人程度
◆受付期限　１２月１0日（木）
�佐賀県療育支援センター　くすのみ園

　　☎62・21９０

第６回リンパ浮腫を学ぶ会

◆日時　１１月２１日（土）　１0時～１3時
◆場所　佐賀市文化交流プラザ交流センター
　　　　エスプラッツ　３階ホール
◆定員　先着２00人
◆参加費　無料
�NPO法人リンパ浮腫を学ぶ会

　　☎050・3671・8201（高田）

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

　夫やパートナーからの暴力（DV）、職場でのセ
クシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といっ
た女性をめぐるさまざまな人権問題について相談
を受け付ける専用電話相談窓口です。秘密は固く
守られますので、一人で悩まず、お気軽にご相談
ください。
◆実施期間
　１１月１６日（月）～２２日（日）７日間
　８時30分～１９時（土・日曜日は１0時～１７時）
◆専用電話番号
　☎05７0・0７0・8１0（全国共通）
◆相談担当者
　人権擁護委員、法務局職員
◆相談料　無料
�佐賀地方法務局　人権擁護課　☎26・2195

第33回　九州矯正展

　〝社会を明るくする運動〟の一環として開催し
ます。コンピューターによる性格検査、製作製品
の展示・販売、陶器の絵付け体験などを行います。
◆日時　１１月２１日（土）　9時30分～１６時
　　　　１１月２２日（日）　9時30分～１5時
◆場所
　市村記念体育館（佐賀市城内二丁目１番35号）
�佐賀少年刑務所　☎24・3291

司法書士による
成年後見入門講座

◆日時　１１月７日（土）　１3時～１７時
◆場所　佐賀県司法書士会館
◆定員　50人（先着順）
◆受講料　無料
◆内容
　・成年後見人って、何だろう
　・福祉の現場から見た成年後見
　・後見制度のじょうずな活用法
　参加希望の方は電話で申し込みください。

�（公社）成年後見センター・リーガルサポート
　　　佐賀支部　☎29・0626

ご存じですか？労働委員会
〜労使間のトラブル　気軽にご相談を〜

　佐賀県労働委員会では、解雇や賃金未払いなど、
労使間のトラブルについて、電話、来所での相談
を受け付けます。相談料は無料、秘密は厳守され
ますので、お気軽にご相談ください。
◆対応時間　８時30分～１７時１5分（平日のみ）
�佐賀県労働委員会事務局�

　　佐賀県新行政棟11階（佐賀市城内１−１−59）
　　☎25・7242

第5２回�佐賀県精神保健福祉大会

◆日時　１１月１１日（水）
　　　　１3時～１６時（展示・販売は１１時30分～）
◆場所　白石町総合センター
　　　 （白石町大字福田１3１２−１）
◆内容　・講演「亭主が変われば日本が変わる」
　　　　　天

あま
野
の
周
しゅう
一
いち
さん（全国亭主関白協会会長）

　　　　・アトラクション　「かしまんにわか」
　　　　・障がい者の作品展示・販売　など
�佐賀県障害福祉課　☎25・7064
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　三日月陶芸クラブでは、「ヘタでよか、ヘタがよか」
をモットーに、講師の丁寧な指導の下、世界で一つの
自分だけの焼き物を楽しみながら作っています。
　自分の作品は、使っても観賞としても癒しと喜びが
あります。会員は随時募集していますので気軽にご参
加ください。
　11月14日（土）に体験講座を行いますので、参加
希望の方は三日月公民館（☎72・1616）にお尋ねく
ださい。

日時 第2、4土曜日（行事などで変更有）　9時30分～12時30分
場所 小城文化センター
費用 月1,000円（別途陶土代がかかります）
☎090・4773・7933（陣内）☎090・4773・7933（陣内）

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。

★竹灯り鑑賞
　ペアチケット

★さがびより（2㎏）

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。

9月号の答えは、①シュガー と ②国勢 でした。前回の答え 45通（正解者43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。

※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」

◎小城羊羹の今昔物語を読んで私の幼児期学童期を思い出しました。（68歳男性）　◎市民の皆さんに健康診断を受けるよ
うにもっとコマーシャルしてください。（59歳女性）　◎各地区に小さな神社がありますが、ならわし、成り立ちが良く分かりま
せん。特集にしてもらえたらと思います。（65歳女性）　◎オリーブ栽培を提案します。オリーブオイルや食べ物、漬物として加
工などがみこまれます。（26歳女性）　◎犬の放し飼いや糞の放置は止めてもらいたいです。（37歳女性）　◎下水道工事の
進捗状況を載せて欲しい。（64歳男性）　◎ごみ減量について、本誌に継続して市民に対して指導して欲しい。（22歳男性）　

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！

1 特集からの問題です　市立図書館では貸し出し冊数
約38.8万冊ですが、蔵書数は約○○万冊です。

各課のお知らせからの問題です　11月はスローライフ月間です。
「ゆっくり、ゆったり、○ゆたかに」小城市の資源を見直してみませんか。2

ヒント
数字

■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、11 月５日（木）（当日必着）までに、ご応募ください。（１人につき１通）

・・・・・

10組（20名）様
５名様

　　三日月陶芸サークルサークル

いき
いき

vol.6

職業訓練受講生募集

　平成２8年１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　１0月２６日（月）～１２月１日（火）
◆訓練期間　６か月（平成２8年１月６日～６月30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
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