
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

【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］　１１月２日（月）～１5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11月巡回表
巡回日 時間 場所
１0日（火） １４：00～１４：４5 ケアハウス　アミジア
１３日（金） １0：00～１0：30 大地町駐在所
１８日（水） １0：１5～１0：４5 西分農村公園

25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）

27日（金）
１１：50～１２：２0 桜楽館
１２：30～１3：00 小城警察署
１４：４5～１5：１5 小城市授産場

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

■�

芦
刈
分
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の
み
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室

■�

全
館
休
館
日

11月の休館日
日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

※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。
※牛津分室は11月〜12月の間、移転のため休室です。

小城市広報 2015年11月号 30



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】�１１月１２日（木）・２６日（木）
【時　間】�１７時１5分～２0時
【場　所】�税務課（西館１階）　☎3７・６１0４

11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　６期

「海外宝くじに当選！」は詐欺です
　自分宛に、海外から賞金が当たったという、手紙
が多数届いた。賞金を受け取る手続きには、手数料
がかかるという。
　数回は現金を同封の封筒に入れ返送した。
　支払う現金が手元になくなったので、クレジット
カードでの支払いをすることにし、カード番号を記
入して、返信した。
　手続きを何度もしているが、賞金が届かない。
　どうしてだろうか。

◎�宝くじなどに当選したかのようなダイレクトメー
ルが海外から突然届き、賞金を受け取るための申
込金などの名目でお金を支払わせる手口です。
◎�クレジットカード番号を、安易に教えたことで、
毎月料金を引き落とされ続ける場合もあります。
◎�海外宝くじは国内で買うだけでも違法となる可能
性があります。

消費生活センターからのアドバイス

eco 通信エ コ

�環境課（西館１階）　☎37・6102

「九州エコライフポイント」　冬の節電活動に参加しませんか？

　家庭や地域でのCO２排出削減などを促進するため、
家庭での電気使用量削減などの取り組み（削減率）
に対し、ポイント券を交付します。獲得したポイント
券は、道の駅、スーパー、コンビニなどポイント取扱
店で使用できます。（佐賀県内は２７8店舗で使用可能）

前年比１0％未満の削減者には200ポイント
前年比１0％以上の削減者には300ポイント
を上乗せ（１ポイント＝１円）します。

◆募集期限　12月６日（日）まで
◆実施期間　平成27年12月〜平成28年２月

◆申込方法　郵便、FAX、Ｅメール、Webサイト
　　　　　　から申し込むことができます。
　詳細は� 九州エコライフポイント 検索

�ポイント運営管理事務局（公益財団法人��九州経済調査協会）
　　　〒810-0004　福岡市中央区渡辺通２−１−82　電気ビル共創館５階
　　　☎092・721・4905　FAX092・721・4904　 �info@q-ecolife.com

節電活動（３か月分の検針票提出）
していただいた方に

削減者の中から抽選で
特産品を
プレゼントします。500ポイント券を進呈！

　この期間分の九州電力株式会社から届く検針票（電気ご使用
量のお知らせ）で提出します。検針票の保管をお願いします。

さらに
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