
としひこ歯科クリニック
新住所にて開院1月7日 より木

小城市三日月町久米949－1－2（小城署正面）
TEL 0952－73－3553（電話番号は変わりません）

新天地は平屋のバリアフリーですので安心
してご来院ください。お待ちしております。

P P
学習塾

泰平寺

小城警察署

ザ・ビッグ
　（旧バニーズ）
現クリニック

至小城町 ↑

至佐賀市 ↓
※現在地より国道203号線を約300m
　北へ。小城警察署正面です。

ガソリンスタンド
タイヤ屋

新クリニック203

平成
28年

平井交差点

有
料
広
告
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募集情報

開催案内

市役所
年末年始の業務案内

　市役所は12月29日（火）〜平成28年1月3日
（日）は休みとなりますが、下記の業務のみ市役所
（警備室）で受け付けを行います。
〈出生・死亡・婚姻などの戸籍の届出〉
　24時間受け付け可能です。

 市民課（西館１階）　☎37・6100

市民図書館　牛津分室
１月５日（火）にリニューアルオープン

　オープンを記念して、来場者に先着で図書館バッ
グ、しおりをプレゼント！新しくなった牛津分室
へお越しください。
◆日時　平成28年1月5日（火）　10時〜
◆場所　牛津公民館内　牛津分室（旧議会棟）

 雑誌付録を抽選でプレゼントします
◆応募受付
　平成28年1月5日（火）〜17日（日）

 おはなし会
◆日時　平成28年1月17日（日）　11時〜

 市民図書館　牛津分室　☎37・6144

平成28年 小城市消防団出初式

　どなたでも見学できます。
ぜひ会場へお越しください。
◆日時　平成28年1月10日（日）
　　　　９時〜
◆場所　小城公園グラウンド
　　　 （雨天時：桜岡小学校）

 防災対策課（西館２階）
　　☎37・611９

大学誘致による地方創生
シンポジウムを開催

　人口減少社会における地域の再生と創造を目指
し、シンポジウムを開催します。平成30年4月開
学予定の西九州大学小城キャンパス地域看護学部

（仮称）の設置に向けて、大学を誘致することの意
義や、地域に根ざした大学と地域のあり方を考え
ます。
◆日時　平成28年1月24日（日）　13時〜
◆場所　まちなか市民交流プラザ
　　　　ゆめぷらっと小城
　　　　（小城市小城町253番地21）
◆定員　300人（先着順）
◆内容
　第1部　基調講演
　第2部　パネルディスカッション
◆入場料　無料

　・小城市への大学等誘致促進期成会
　　（小城商工会議所内）　☎73・4111
　　・まちづくり推進課 大学誘致推進係
　　　☎37・6150

子育てわくわくセミナーを開催

◆日時　12月27日（日）　10時〜13時
◆場所　ドゥイング三日月
◆内容
　講話「親子のスキンシップ
　〜愛の手母の手優しい手〜」
◆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　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）
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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/お問合せ・お申込み

まだ間に合う！

1２月
２４ ま

で
（木）
日 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

有
料
広
告

情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

地域の人つなぎ・交流事業「共感を集める情報発信
の進め方！ソーシャルメディア広報術」講演会

　まちづくりでやりたいこと、出来ることを皆さ
んに伝えることはなかなか大変です。その伝え方
のコツを教えてもらいます。今活動している人も、
まだこれからの人もご参加ください。
◆日時　平成28年1月９日（土）　13時〜16時
◆場所　まちなか市民交流プラザ
　　　　ゆめぷらっと小城　2階　会議室1・2
◆ 対象　市内在住の人、市内の事業所に勤務され

ている人、市に興味のある人
◆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
◆参加費　無料

 NPO法人ようこそ小城
　　☎0９0・5437・1445（西岡）
　　☎7２・3566

平成27年度 第11回小城市モデル
子どもクラブ発表会を開催

　各地区の子どもクラブが取り組んだ1年間のさま
ざまな活動を、子どもたちが元気いっぱいに発表し
ます。
◆日時　平成28年1月31日（日）
　　　　９時30分〜12時
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆入場料　無料
◆発表地区　・桜岡地区…東新町・下町
　　　　　　・岩松地区…県営住宅・北浦
　　　　　　・晴田地区…西谷・小城栄町
　　　　　　・三里地区…三里ふれあい自然塾
　　　　　　・三日月地区…樋口・西分
　　　　　　・牛津地区…天満町・江津ヶ里
　　　　　　・芦刈地区…弁財・住の江

 市青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内）
　　☎37・613２

小城市『農業!!やってみよう
セミナー』を開催

　農業を職業として検討されている人は、セミナー
に参加してみませんか。
◆日時　平成28年2月21日（日）　９時〜12時
　　　 （受付８時30分〜）
◆場所　市役所　大会議室（西館2階）
◆対象　市内で農業を始めたい人
◆対象品目　イチゴ・アスパラガス・タマネギなど
◆内容
・栽培技術や農地の取得の説明
・アスパラガス圃

ほ
場
じょう

の現地視察
・青年就農給付金の説明など
※当日は軽装でお越しください。
◆申込期限　平成28年2月12日（金）
※ 申し込みは、電話で受け付けます。

 農林水産課（東館１階）　☎37・61２5

統計調査員の登録者を募集

　統計調査員は、統計調査が実施されるごとに、
事前に登録された人の中から任命され、調査業務
に従事します。
◆登録要件
・市内在住で20歳以上の人
・税務、警察、選挙に直接関係のない人
・ 暴力団員でない人、暴力団員・暴力団と関係の

ない人
◆調査員の仕事
・調査員説明会への出席
・調査票の配布、回収、整理、提出
◆報酬　1調査 3〜5万円程度
◆ 登録方法　本人確認ができるもの（運転免許証

など）と印かんを持参し、企画政策課で登録申
請をしてください。
 企画政策課（西館２階）　☎37・6115
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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 292015
Vol.

http://oginow.sagasubanta.co
m

12
月
20
日

発
行
予
定
！！

特
集

おぎなう的

オススメなお店をご紹介します。
今宵は楽しい仲間や家族と、楽しく乾杯っ☆

有
料
広
告

平成28年度小城市放課後児童
クラブ支援員を募集

　支援員の仕事とは、働く保護者をサポートしな
がら、子どもたちの遊びや生活に関わるものです。
その中で子どもたちの成長を間近で感じることが
できる「子どもたちの未来をつくる」素晴らしい
仕事です。
◆募集期間　平成28年1月4日（月）〜3月31日（木）
◆配属場所　市内放課後児童クラブ
◆募集職種　支援員
◆募集人員　若干名（定員になり次第締め切ります）

 NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会
　　☎37・８553

第４回小城市綱引き大会

　健康づくりや体力づくりのために綱引き大会を
開催します。地域、家族や友達みんなで参加しま
せんか。
◆日時
　平成28年2月7日（日）
　開会　９時
◆場所　三日月体育館
◆対象　市内在住の人、市内企業に勤務している人
◆種目　・一般の部（男性、女性、混合）各８人
　　　　・ファミリーの部　6人
　　　　・ジュニアの部　6人
◆参加費　1チーム　1,000円
◆ 申込方法
　申込用紙に記入し、小城市体育協会へ郵送また
はFAXで提出してください。
◆申込期限
　平成28年1月８日（金）
※12月21日付で事務所を下記へ移転します。

 〒８45-0004　小城市小城町松尾403２−５
　   小城市体育協会（旧小城商工会議所内）
　　☎7２・1２00　FAX7２・1２01

劇団おぎんと
第２回公演「Help！」

◆日時　平成28年1月30日（土）　20時〜
　※特別追加公演 1月31日（日）　11時〜
　　　　　　　　 1月31日（日）　14時〜
◆場所　まちなか市民交流プラザ
　　　　ゆめぷらっと小城　1階　大会議室
◆入場料
　一般　　　　前売り 1,200円（当日 1,500円）
　高校生以下　前売り 800円（当日 1,000円）
※未就学児無料

 おぎんと事務局　☎0９0・８９15・3２16

受験生応援商品を販売

　岡山神社で祈願を受けた商品（縁起物）を各店
舗で販売します。受験や部活の大一番に挑む人へ
応援グッズにどうでしょうか。ご利益が期待でき
るかも！？
◆販売店舗（1２月１日現在）
　みつばや小城羊羹製造本舗／パン工房エリーゼ
　城島旗染工／小柳酒造／草木染工房よもぎ
　牛津蒲鉾／音成印刷／シンゴスポーツ
　天山本舗／焼肉園／鯉しげ／清水屋
　小城羊羹協同組合 青年部

　詳細は一般社団法人 小城市観光協会にお問い合
わせください。

 一般社団法人 小城市観光協会　☎7２・74２3
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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

情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

司法書士による無料電話相談

　判断能力が不十分な人たちを法律面や生活面で
支援する「成年後見制度」に関する無料電話相談
を行っています。困ったこと、悩んでることがあ
りましたら気軽にご相談ください。
◆日時　毎週火曜日　18時〜19時30分
◆電話　☎29・0635
◆相談例　
　・一人暮らしの不安
　・遺言・相続のこと
　・知的障害を持つ子どもの将来が心配
　・年金が母のために使われていないみたい
　・借金問題（多重債務相談）　など

 公益社団法人 成年後見センター・
　　リーガルサポート佐賀支部　☎２９・06２6

校外販売会を開催

　大和特別支援学校の生徒たちが作業学習で制作
した陶器、ビーズ製品、紙製品、木工製品、布製品、
収穫した野菜などを販売します。
◆日時　
　【高等部】平成28年1月29日（金）
　　　　　　10時〜16時
　【中等部】平成28年2月5日（金）
　　　　　　11時〜16時
◆場所　イオンモール佐賀大和
　　　 （くまざわ書店前催事場）

 佐賀県立大和特別支援学校　☎6２・1２２1

職業訓練受講生を募集

　平成28年3月生を募集します。

募集科名 定員
電気制御技術科

（デュアルシステム訓練） 15人

◆ 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
推薦などを受けたおおむね40歳未満の人。
◆受講料　無料
◆申込期間
　12月21日（月）〜平成28年2月2日（火）
◆筆記試験・面接日　平成28年2月９日（火）
◆訓練期間　6か月（平成28年3月4日〜８月24日）
◆ 応募方法　最寄りの公共職業安定所で相談の上、

応募書類を提出してください。
 ポリテクセンター佐賀　☎２6・９516

ギャンブル依存症（基礎講座）
を開催

　ギャンブル依存に対する正しい知識や治療法、
依存症によって起こったさまざまな問題に対する
解決策を分かりやすくお教えします。
　ギャンブル依存症問題に興味のある人なら、ど
なたでも参加できます。
◆日時　平成28年1月10日（日）
◆場所　アバンセ　4階　第2研修室

 ギャンブル依存症を考える会　事務局
　　☎03・3555・17２5

保育士受験対策講座を開催

◆日程　平成28年1月10日（日）、24（日）、
　　　　2月7日（日）、21日（日）の4日間
◆場所　佐賀県社会福祉士会館
　　　 （佐賀市八戸溝1丁目15番3号）
◆受講料　17,000円（テキスト代別）
◆申込期限　平成28年1月7日（木）
　詳細はお問い合わせください。

 佐賀県社会福祉士会　☎36・5８33
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平成28年度　松
しょう

濤
とう

学
がく

舎
しゃ

入舎生を募集
　公益財団法人 佐賀育英会が運営する関東圏の大
学で学ぶ男子学生寮「松濤学舎」の入舎生を募集
します。
◆募集人数　13人程度（平成28年度新入生に限る）
◆申込期間
　平成28年1月15日（金）〜2月5日（金）
　出身高校を通じて松濤学舎に提出してください。
※ 応募資格、申込方法など詳細は、ホームページ
「ようこそ松濤学舎」でご覧になるか、直接お問
い合わせください。

 公益財団法人　佐賀育英会　松濤学舎
　　　☎04２・3８1・3676

自衛官候補生を募集

◆募集種目　自衛官候補生（男子）
　　　　　　※3・4月入隊予定
◆受験資格
　18歳以上から27歳未満まで
◆試験日および試験場所
　平成28年1月30日（土）
　陸上自衛隊　目達原駐屯地
◆申込期限　随時募集
　詳細は、自衛隊佐賀地方協力本部ホームページ
で検索ください。
　 佐賀地本 検索

 佐賀地方協力本部　募集課　☎２4・２２９1

節電にご協力ください

◆期間　12月1日（火）〜平成28年3月31日（木）
　（土日祝日と12月29日（火）〜12月31日（木）を除く）
◆時間帯　８時〜21時
　上記の時間帯は、生活や健康に支障のない範囲
で、節電にご協力をお願いします。
★家庭での取り組み事例★
・エアコンの設定温度は
　控えめにしましょう
・日中は不要な照明を消し
　ましょう

 九州電力株式会社　佐賀営業所
　　☎01２0・９８6・303

佐賀県都市計画審議会

　佐賀唐津道路（多久市〜佐賀市）の都市計画案
および、本事業の実施が周辺地域の環境に及ぼす
影響の予測・評価を行った環境影響評価書を審議
します。
◆日時　平成28年1月15日（金）　14時〜
◆場所　佐賀県庁新行政棟4階　特別会議室Ａ
　　　　（佐賀市城内1-1-59）
◆傍聴者の定員　先着10人
◆傍聴手続き　
　当日、13時30分か
ら会場で受け付けます。

 佐賀県まちづくり
　　推進課　
　　☎２5・73２6

小学生〜高校生のための
春休み海外研修

　体験を通して、お互いの理解や交流を深め、国
際性を養いましょう。
◆日程　平成28年3月26日（土）〜4月5日（火）
　　　　９〜11日間
◆内容　 ホームステイ、ボランティア、文化交流、

英語研修　など
◆研修国　 英国、豪州、カナダ、フィジー、ニュー

ジーランド、フィリピン
　詳細はホームページをご覧ください。

 公益財団法人　国際青少年研修協会
　　☎03・6417・９7２1

劇団はぐるま座公演
「峠三吉　原爆展物語」

◆日時　平成28年1月24日（日）　
　　　　開場　13時30分　　開演　14時
◆場所　ドゥイング三日月
◆入場料　一般　　前売り 3,000円（当日3,500円）
　　　　　大学生　前売り 2,000円（当日2,500円）
　　　　　中高生　前売り 1,500円（当日1,800円）
　　　　　小学生　前売り 800円（当日1,000円）

 劇団はぐるま座　佐賀事務所　☎２6・5８８２
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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。

★新米さがびより（2㎏）

★佐賀和牛カレー
　（2人前）

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。

11月号の答えは、①28 と ②心 でした。前回の答え 40通（正解者39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」

◎図書館は家族みんなでよく利用します。やっぱり本は良いですよね！借りた他の図書館への返却などが出来て便利です。
それに近くに何か所も図書館があり幸せです。（57歳女性）　◎小城市のグルメ情報を載せてほしい。（65歳男性）　◎旧小
城庁舎跡地の活用方法を詳しく教えてください。（58歳女性）　◎おぎレポの流鏑馬射手師は大変興味深く読みました。小城
でできるようになればいいですね。（65歳男性）　◎県外から引っ越してきたので、小城のイベント情報を楽しみにしていま
す。子どもと小城を散策するのが楽しみです。（33歳女性）　

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 旧小城庁舎跡地にオープンした小城市まちなか
市民交流プラザの愛称は、「○○ぷらっと小城」です。

市では、小城の魅力をぎゅっと詰まったという意味で
「○○ゅっと」と名付け、市内外に小城の魅力を発信しています。2

■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、平成28年1月7日（木）（当日必着）までに、ご応募ください。（１人につき１通）

・・・・・

５名様

５名様

　歌は子どもの情緒をはぐくみ、感性を育てます。
　うたごえクラブは、小学生を中心に楽しく歌ってい
ます。地域のイベントに出演したり、夏休みに老人施
設に訪問して喜ばれています。
　歌の好きな人ならどなたでもOKです。
ぜひ一度練習に参加してみませんか？
　お待ちしています♪

開催日 毎週金曜日 時間 18時30分～19時30分
開催場所 ドゥイング三日月　視聴覚室
☎72・8063（今村）☎72・8063（今村）

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　

情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

三日月町うたごえクラブサークル

いき
いき

vol.8

水道管にも冬支度を
〜夜の冷え込みにご注意〜

〜防寒の方法〜

　気温が低下すると水道管が凍ったり、
破裂したりします。
　寒い時期は、天気予報に
気をつけ、凍結の恐れがあ
るときには防寒などの処置
をしてください。

　屋外で露出している水道
管や水栓は市販の保温カ
バーや布を巻いて、これら
が雨などで濡れないよう
に、上からビニールなどで
覆い、保温してください。

 水道課　　　　　　☎73・８８04
　　西佐賀水道企業団　☎6８・２２２5
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