
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
【牛津分室　おはなしかい】
　日時：第３日曜日　11時～ 11時 30分
　場所：牛津分室キッズルーム
【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］　1月4日（月）〜17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１月巡回表
巡回日 時間 場所

5日（火） 14：00〜14：45 ケアハウス　アミジア

6日（水） 10：15〜10：45 西分農村公園

８日（金） 10：00〜10：30 大地町駐在所

※牛津分室　１月５日（火）10時 リニューアルオープン
※１月２6日（火）〜２月４日（木）三日月館は蔵書点検のため休館します。
※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
・
芦
刈
分
室
の
み
休
室

■ 

全
館
休
館
日

太字 

三
日
月
館
休
館

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
31

１月の休館日
日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

桜楽館・小城警察署・小城市授産場・赤れんが館
遠江（九州コーユー駐車場）はお休みです。
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人権のまど人権のまど

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】 1月14日（木）・28日（木）
【時　間】 17時15分〜20時
【場　所】 税務課（西館1階）　☎37・6104

１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。

市県民税（４期） 国民健康保険税（８期）

楽しく通ううちに・・・！？
　 ｢開店のご案内、オープン記念｣ として、100円
でお米や蜂蜜など毎日日替わりの目玉商品の販売
をするという折込チラシにつられ、出かけた。会場
に着くと時間前なのに、すでにたくさんの高齢者が
来ていた。定刻になると、販売員が出入り口を閉め、
商品の説明をするのかと思ったが、会社の説明を
面白おかしくやっていた。30分位して話が終わり、
商品が配られ、次回の商品受け取りのために整理券
をもらい、ぜひ来てくださいと言われた。

◎�楽しい雰囲気と目玉商品につられ、毎日通ううち
に、担当者と仲良くなります。
◎�しかし業者は仲良くなったお客さんに高額な商品
を販売することが目的です。
◎健康器具の体験会でも同様の例があります。
◎�もし契約しても８日以内ならクーリングオフでき
ますので、センターにご相談ください。

消費生活センターからのアドバイス

　「男は仕事、女は家庭」という考え方について、
そのとおりだ、いやそうでもない、時と場合によ
るなど、意見はさまざまです。市民意識調査でも、
半数近くが男女の固定的な役割分担が依然として
残っているのが現状です。
　「男性だから女性だから」の考えに縛られたく
ない、もっと自分の能力を発揮させる場がほしい、
多様な価値観を認めてほしい、そんな思いを抱く
ことだってあると思います。
　男女が互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合
い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分
に発揮することができる社会の実現が求められま
す。市でも家庭や地域・学校・職場などさまざま
な場で、女性と男性が対等な構成員として、共に
喜びと責任を分かち合う男女共同参画社会の実現

に向けて、平成１９年度から「さくらプラン」を
策定し、市民一体となってあらゆる分野での取り
組みを進めています。
　男女が共に認め合い、支え合い、一人一人を大
切にしていきたいものです。
　ちなみに我が家でも、家事、育児にと夫の協力
が日々の暮らしのエネルギーになっています。こ
れからもお互いに支え合い、マイファミリー版「さ
くらプラン」を充実させていきたいと思います。

『一人ひとりの豊かな人生』
社会教育指導員　坂口　　泉

 人権・同和対策室（西館１階）  【担当】熊手・千々和　☎37・6136
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