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雑誌付録プレゼントの
お知らせ

　市民図書館で購入している雑誌の付録を抽選で
プレゼントします。
◆応募期間（小城館・三日月館・芦刈分室）
　12月8日（火）〜27日（日）
◆応募方法　図書館内に設置している応募箱に、欲
しいプレゼントの番号を書いて応募してください。
◆�対象者　市民図書館のカード登録をされている方。
◆当選発表　平成28年１月５日（火）
�市民図書館

　　・小 城 館　☎71・1131
　　・三日月館　☎72・4946
　　・芦刈分室　☎37・6141

三日月館　クリスマス会

　楽しいおはなしや、すてきな音楽がいっぱい♪
　サンタさんもやってきます！プレゼントもあり
ますよ！みなさん、ぜひ遊びにきてくださいね。
◆日時　12月６日（日）　14時〜15時（予定）
◆場所　ドゥイング三日月　大ホール
�市民図書館�三日月館　☎72・4946

眠っている空き家を有効活用
しませんか？

　定住促進や地域の活性化を目的として、使われ
ずに眠っている空き家を有効活用する「空き家バ
ンク制度」を設けています。
　「空き家バンク制度」は、空き家をお持ちの方
に空き家情報を登録していただき、市内で住居を
探している方に、市が空き家情報を提供する取り
組みです。「売ってもいい」「貸してもいい」という
空き家をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。
�まちづくり推進課（東館１階）　☎37・6121

小城市公民館体験講座
「プリザーブドフラワー教室」

　クリスマスリースをプリザーブドフラワーで作
ります。プリザーブドフラワーとは生花を保存料
を使用し加工したもので、見た目が生花と変わら
ない上、１〜３年は保存が効きます。
◆日時　12月16日（水）
　　　　19時30分〜21時30分
◆場所　牛津公民館　第２研修室
◆講師　長

なが
友
とも
由
ゆ
美
み
子
こ
さん

　　　　（フラワーサークル“プレシャス”主宰）
◆対象者　成人の方向け
◆定員
　20人程度（先着順）・託児あり
◆参加費　2，000円
◆持参するもの
　・はさみ（文具用で可）
　・ペンチ（ワイヤーが切れる物）
◆申込期限　12月10日（木）

�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

小城のお宝展を開催中です

　市内の登録有形文化財やギャラリー、まちの駅
にそれぞれ眠る「お宝」を皆さんにご覧いただく
イベントです。
　市内の文化財や特産品をお楽しみいただけます。
◆日時　〜11月23日（月・祝）
◆会場　お宝展会場・まちの駅（市内）
　各会場のスタンプを５個集めると抽選で記念品
がもらえます。
�文化課（桜城館２階）　☎71・1132
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DE小城市　お買い物しよう！！
スーパープレミアム小城商品券スーパープレミアム小城商品券

有効期限　平成28年2月23日（火）まで 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加盟店一覧はこちら（PDFファイルが開きます）
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中小企業の方へ融資します
◆金利
　年利1.3％
　（金利変動有・保証料は小城市全額負担）
◆融資限度額
　1,000万円以内
◆返済期間
　・運転資金7年以内
　・設備資金10年以内
　・�運転資金および設備資金を併用した場合、設
備資金の貸付額が全体の２分の１以上のとき
は10年以内

◆利用条件
　・�市内に事業所を有する法人および個人または
市内に住所を有する方で、同一の事業を１年
以上引き続き経営し、運転資金および設備資
金を必要とする方

　・市税を完納している方
◆担保　原則不要
◆保証人
　・個人事業者　原則不要
　・法人の場合　原則法人代表者のみ
�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

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　12月５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（東島）　☎72・5211

平成28年度 償却資産の
申告をお願いします

　平成28年１月１日現在、事業経営（製造業、建
設業、サービス業、農業などの事業）や、アパー
トなどの貸付を行い、その事業のために使用して
いる償却資産（機械、工具、器具、備品、構築物
など）を所有している個人や法人は、償却資産の
申告をしなければなりません。また、事業用の太
陽光発電設備、個人住宅用で全量売電されている
太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税
の課税の対象となります。
　12月中旬に申告書を発送しますので、申告をお
願いします。
　無申告または、虚偽の申告をされた場合は国税
資料などに基づき推計課税を行う場合があります。
　申告書が届いていない方、新たに申告の必要が
ある方、また平成27年１月１日以前から償却資産
を所有していて申告をしていない方は、至急ご連
絡ください。
◆提出期限　平成28年２月1日（月）
◆提出先
・持参の場合　税務課、各出張所市民課窓口
・郵送の場合　〒845−8511（市役所専用番号）
　　　　　　　小城市役所　税務課　資産税係
�税務課（西館１階）　☎37・6103

映画作りボランティアスタッフ
を募集します

　西の浪花と称された長崎街道牛津宿、石工文化
の至宝砥川、乙宮社850年大祭、県内唯一宮座を
続ける内砥川八幡宮くんちなど歴史の宝庫「牛津」。
　今年、「牛津」の映画作りをスタートさせます。
歴史に残る映画を一緒に作りませんか。

�牛津赤れんが会
　　　�☎090・8762・8326（田中）�
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年賀状を楽しもう！年賀状を楽しもう！
TEL 0952–73–4113 http://www.otonari.co.jp/dezacore/

1２
月
２４
日
（木）
ま
で

受
付
中
！！

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！

佐賀県出身の色々な芸術家の

作品が年賀状になりました。

Designer's
Kimiko Nakatani ［心ひとつに］

Designer's
Hidehito Mukaeda ［福拾い苦がさる（九匹の猿）］

Designer's
Yuri Imamura ［キラキラギャル年賀状］

好評！

2016
デザイナーズ年賀状
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料
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「高田保馬博士顕彰記念」
書道・文学作品募集

　三日月町が生んだ著名な経済・社会学者で、歌
人の高田保馬博士を顕彰して、「書道部門」と「文
学作品部門」の作品を募集します。
　年齢別のテーマや、字数制限、申込方法など詳
細は、三日月幼稚園とドゥイング三日月に置いて
いる募集要項をご確認ください。
◆応募期間　平成28年１月13日（水）〜15日（金）
・持参の場合
　ドゥイング三日月　中研修室　15時〜17時
・郵送の場合　１月15日（金）消印有効
※�入賞者は２月7日（日）開催の「高田保馬博士を
たたえる会」で表彰し、賞状・賞品を授与します。
�〒８４５−002５　小城市三日月町三ヶ島88−１

　　　高田保馬博士顕彰会事務局（三日月幼稚園）
　　　☎73・2601

親子で作る
クリスマス料理とケーキ

　料理を通して親子の絆を深めましょう！多くの
方の参加をお待ちしています。
◆日時　12月６日（日）
　　　　10時〜14時
◆場所
　アイル　調理実習室
◆対象者
　ひとり親家庭の親子
◆申込期限
　11月30日（月）
◆持参品　エプロン・三角巾
　　　　（代用できる大きさのハンカチでも可）
◆参加費　無料
※必ず保護者の方と一緒にご参加ください。

�小城市母子寡婦福祉会
　　　☎090・5478・7429（岡本）

子育てわくわくセミナーを
開催します！

　親子でレクレーションを楽しんだ後にセミナー
を行います。終了後には、軽食を
食べながら座談会を開催します。
◆日時　11月29日（日）
　　　　10時〜13時
◆場所　ドゥイング三日月　１階　研修室
◆内容　講話「子どもをダメにする親のエゴ
　　　　　　　〜個性をのばす子育て〜」
◆講師　平

ひら
田
た
智
ち
恵
え
子
こ
さん

　　　（一般社団法人倫理研究所　生涯局講師）
◆対象者　乳幼児〜思春期のお子さんがいる父母
◆参加費　500円
�家庭倫理の会佐賀西部

　　☎090・5924・5260（副島）
　　☎090・3602・0212（力安）

休日、あなたの近くへ
出張健診に伺います

◆日時・場所　12月６日（日）　桜楽館
　　　　　　　平成28年２月14日（日）　アイル
　　　　　　　受付　９時〜12時
◆対象者　協会けんぽ加入の被扶養者（40〜74
歳）で平成27年度の特定健康診査が未実施の方
◆費用　500円
　健診内容は身体計測、採血、医師の診察で所要
時間は１時間30分程度です。オプション検査で
骨密度測定（無料）を実施します。ぜひ、この機
会に健康診断を受け受診率アップに繋がるようふ
るってご予約ください。
◆持ってくる物
　特定健康診査受診券・健康保険証・問診票
※要予約（事前に注意事項や問診票は自宅へ郵送します）

�医療法人ロコメディカル江口病院
　　　健診センター　☎73・5020
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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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おぎんちゅプロジェクト
～モテる男の肉体改造計画～

　エフエム佐賀「Ｉ♡OGI」主催の婚活プログラ
ム「おぎんちゅプロジェクト」。男磨きの特別企画
として、健康的な体型を目指すためのトレーニン
グを特別価格で提供します。肉体美を磨いて、内
面も外見もイケメンになりましょう！
◆会場　VIVO�Village�健康村

（初回月にメディカルチェックを必ず受けていただきます）
◆対象者　おぎんちゅプロジェクト会員
　　　　　（�市内在住または市内に勤務する20歳以

上の独身男性）
◆利用期限　平成28年３月31日
※�この企画を利用する場合はおぎんちゅプロジェ
クトの会員登録が必要です。
※�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

大卒等就職面接会を開催します

　佐賀労働局では、県内に事業所などがある企業
30社の人事担当者を集め、面接会を行います。
◆日時　11月26日（木）
　　　　受付　12時〜15時
　　　　開会　12時30分〜15時30分
◆場所　佐賀県総合体育館　大競技場
　　　　（佐賀市日の出１丁目21番15号）
◆参加費　無料
◆�対象　大学、大学院、短期大学、高等専門学校
および専修学校において卒業年次の方、および
既卒３年以内の方。
�株式会社キャリアサプライ　☎27・7220

12月１日は「世界エイズデー」
です

　世界エイズデーに伴い、無料の検査を実施して
います。
◆日時　11月29日（日）　13時〜15時
　　　　11月30日（月）　17時〜20時
　　　　12月 １日（火）　 ９時〜20時
◆場所　佐賀中部保健福祉事務所２階
◆費用　無料
※予約不要・匿名で受けることができます。
�佐賀中部保健福祉事務所　☎30・3622

料金 一般
会員価格

おぎんちゅ
会員価格

メディカルチェック料 4,000円 2,500円
月会費 2,500円 1,500円

小城ばんたーねっとTV
おぎゅっと

　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

幸せのクリスマスの灯
ひ

　太陽から採火した１本の幸せの種火からみんな
で5,000本のキャンドルに灯していきます。
◆日時　12月22日（火）、23日（水・祝）
　　　　18時〜20時
◆場所　小城ルーテルこども園と周辺通り
◆�23日のイベント内容（17時〜）　イヴ礼拝、讃
美歌、聖歌隊によるクリスマスソング、卒園生
による生誕劇、キャンドルの点灯式　など
�幸せのクリスマスの灯実行委員会

　　☎73・3210（力武）
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　文化箏とは、日本の伝統楽器の琴を半分サイズにし
たミニ琴です。私たちは、「みんなで楽しく」を合言葉
に、ひなまつりや芸能祭など地域の行事に参加した
り、病院や施設などに慰問演奏をして交流を深めてい
ます。
　三日月教室は、まだ始まったばかりの教室です。
　一緒に文化箏を楽しみませんか。

日
時

小城文化センター　第1・第3木曜日　13時30分～15時
ドゥイング三日月　第1・第3木曜日　10時30分～12時
　　　　　　　　　第2・第4水曜日　19時30分～21時
☎090・7297・6845（浅山）☎090・7297・6845（浅山）

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　

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。サガン鳥栖★情報！サガン鳥栖★情報！

【問合せ】 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。

文化箏「琴の音会」サークル

いき
いき

vol.7

vol.11

　10月14日天皇杯３回戦vsコンサドーレ札幌。両チームともなかな
かゴールが奪えないまま、試合は延長戦へ。延長戦に入っても積極的
に攻撃を仕掛けゴールを狙うも、両チーム譲らず、勝負の行方はPK戦
へ。守護神、林彰洋選手が３連続PKストップの好セーブを見せ、２対
1と120分間の激闘を制し、４回戦進出を決めました。
　J1リーグ戦、ホーム甲府戦は敗戦を喫しますが、守備の立て直しを
はかり、迎えたアウェイ浦和戦。相手に先制を許すも、吉田豊選手の
同点ゴールで１対１と引き分け、続くホーム名古屋戦も相手の攻撃を
封じ０対０、貴重な勝ち点１を掴みました。
　そしてアウェイ松本戦では相手に先制を許しますが、谷口博之選手
がヒールで芸術的な同点弾を決めるとその後も攻め続け、水沼宏太選
手のゴールで逆転！「J1リーグ残留」を決めました。
　今シーズンもたくさんのご声援ありがとうございました。来季はJ1
リーグ５年目、引き続きご声援よろしくお願いします。

放送大学４月入学生募集

　放送大学はテレビなどの放送やインターネット
で授業を行う通信制の大学です。働きながら学ん
で大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さ
まざまな目的で、幅広い世代の方が学んでいます。
　現在、平成28年４月入学生を募集しています。
詳しい資料を無料で送付しますので、お気軽にお
問合せください。
◆募集学生の種類
《教養学部》
・科目履修生（６か月在学し、希望する科目を履修）
・選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修）
・全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す）
《大学院》
・修士科目生（６か月在学し、希望する科目を履修）
・修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修）
◆出願期間　12月１日〜平成28年３月20日
　（インターネットでの出願も受け付けています）

�放送大学佐賀学習センター　☎22・3308
　　　放送大学ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

詳細はサガン鳥栖公式ＨＰ（http://www.sagan-tosu.net/）をご覧ください。

今シーズンもたくさんの
ご声援ありがとうございました
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