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平成28年度固定資産税評価額
（土地・家屋）の閲覧・縦覧ができます

◆閲覧・縦覧期間
　４月1日（金）～５月31日（火）
　（平日のみ）
　８時30分～17時15分
◆閲覧場所
　税務課　資産税係（西館1階）
◆閲覧対象者
　固定資産の所有者、借地借家人など
◆縦覧対象者
　納税者（相続人、納税管理人を含む）
◆持参するもの
　・印かん
　・納税者の本人確認ができるもの
　・代理人は委任状と本人確認ができるもの
　　（免許証、保険証など）
　・借地借家人は賃貸契約書など

 税務課（西館１階）　☎３７・６１0３

小城がばい元気会（健康づくり
推進員）の準会員を募集

　小城がばい元気会（健康づくり推進員）は、自
分の健康づくりの実践を第一に、ボランティアと
して地域で健康づくり活動を行っています。
　現在、市では19人が活躍しています。このよう
な活動に興味・関心がある人、やる気がある人を
募集しています。
　あなた自身と地域の健康のために活動をしてみ
ませんか。平成28年度に開催する体験学習などに
４回以上の参加で正式な会員となります。
　詳細はお問い合わせください。
◆活動内容
・健康づくり体験学習（事後研修会として年６回）
・市のウォーキング教室の企画・運営
・健康づくり体操（おぎ、あーも！体操）の普及
◆参加費　無料
　　　　 （調理実習時は実費負担があります）

 健康増進課（西館１階）　☎３７・６１0６

私たちと
一緒に活動
しませんか!!

小城市戦没者追悼式を開催

　先の大戦において亡くなられた戦没者を追悼し、
恒久の平和を祈念するため、市主催による戦没者
追悼式を開催します。
◆日時　４月23日（土）
　　　　９時30分�受付／10時�開式
◆場所　ドゥイング三日月
◆参加対象者　戦没者のご遺族
  社会福祉課（西館１階）　☎３７・６１0７

公衆無線LAN（Wi-Fi）サービス
をご利用ください

　市民の皆さんや来訪者などの利便性向上のため、
市では、次の公共施設に無料公衆無線LAN（Wi-Fi）
を設置しました。
　どなたでも自由に使用
できますので、ぜひご利用
ください。
　なお、接続方法はお手
持ちのスマートフォンな
どのWi-Fi設定画面から、

「Ogi-City-Wifi」をお選
びください。
◆利用できる公共施設
・ゆめぷらっと小城　・市役所西館1階ロビー

 企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１６
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牛津
公民館

牛津タクシー

サカグチ
電器ユートク
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ココ

お墓のことなら
増田石材店で
全て解決！
お墓のことなら
増田石材店で
全て解決！

墓石新築・改築・戒名追加彫刻
墓石クリーニング・金箔塗料入れ
各種石材加工・その他

小城市牛津町柿樋瀬1130 （牛津駅からすぐ西）
TEL0952‒66‒1879

増田石材店
至
佐
賀

至
武
雄

N

墓石展示品有ります

有
料
広
告

パソコンよろず相談室を開催

　パソコンのことなら何でも相談ください。あな
たの悩みをパソコンドクターが解決します。
◆日時　４月５日（火）・19日（火）　13時～15時
◆場所　牛津会館　５号室（牛津町牛津586番地1）
◆資料代　各回500円
◆定員　各10人（先着順）　※事前申込
　ただし、修理は別途料金がかかります。

 特定非営利活動法人　つなぎレンガ座
　　☎３７・７２５３

春の普茶料理食事会を開催

　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
の精進料理です。

◆日時　４月24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
　３月28日（月）～（先着60人）

 一般社団法人 小城市観光協会　☎７２・７4２３

「赤ちゃん土俵入り」出場者募集

　芦刈町の乙宮神社では、奉納子ども相撲大会が
開催され今年で26回目になります。
　昨年に引き続き、赤ちゃんの健勝を祈願する「赤
ちゃん土俵入り」を行います。「赤ちゃん土俵入り」
とは神事の一つで、赤ちゃんが元気にたくましく
育つようにと神様と相撲をとることです。相撲を
とるときに赤ちゃんを抱くのは、県を代表し国体
などで活躍する相撲選手が行います。
　土俵入りする赤ちゃんたちは泣いたり笑ったり
とさまざまな表情を見せてくれます。ぜひ、参加
してみませんか。
◆日時　５月1日（日）　14時30分～
◆場所　乙宮神社相撲場（芦刈町中溝）
◆対象者
　おおむね平成26年10月1日～
　平成27年11月30日生まれ（20人）
　※市外の人も参加可能です。
◆祈願料
　3，000円（御札・落

らく
雁
がん
・記念写真代）

◆募集期限　４月20日（水）
 芦刈町体育協会事務局（芦刈公民館内）

　　　☎３７・６１40

第54回　小城春雨まつり

◆日時　４月２日（土）　11時30分～
◆場所　ゆめぷらっと小城
　　　　天山ホール（多目的ホール）
◆チケット代　5,000円／人
◆チケット販売　販売中（先着300人）
◆内容
・第一部　長崎検番芸妓衆による舞踊披露
・第二部　祝宴、お楽しみ抽選会
　　　　 （小城市の特産品）

 小城春雨まつり実行委員会　☎７２・７4２３

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　４月２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　代表　東島
　　☎７２・５２１１
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子育てわくわくセミナーを開催

　親子でレクリエ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　３月27日（日）
　　　　10時～13時
◆場所　ドゥイング三日月
◆内容　講話「変わるときは成長（反抗）期」
◆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）

第10回　小城中学校吹奏楽部
スプリングコンサート

　今年もスプリングコンサートを行います。
　第1ステージでは本年度のコンクール曲やクラ
シックなど、第２ステージでは皆さんが知ってい
るヒット曲などを演奏します。楽しんでもらえる
ように心を込めて演奏しますので、ぜひお越しく
ださい。
◆日時　３月27日（日）
　　　　13時�開場／13時30分�開演
◆場所　小城中学校　体育館
◆演奏曲目　�オペラ座の怪人、
　　　　　　スーパーマリオメドレー、
　　　　　　ヒロイン　など
◆入場料　無料

 小城中学校吹奏楽部
　　☎７３・２１9１　（顧問　松尾）

国民年金保険料額の改定

　平成28年４月～平成29年３月分の国民年金保
険料が改定になります。
◆平成２8年度 国民年金保険料
　月額�16,260円（平成27年度�15,590円）

 佐賀年金事務所　☎３１・4１9１

保健福祉センター「アイル」
「ゆめりあ」スタッフ募集

◆職種　受付接客・トレーニング指導
◆採用人数　若干名
◆職務内容　来館者受付・接客など
◆資格　市内在住の人
◆受付期間　３月20日（日）～４月20日（水）

 指定管理者　シンコースポーツ株式会社
　　・アイル　　☎５１・５５１５
　　・ゆめりあ　☎７３・9２80

桜の木を一緒に植樹しませんか

　小城市を市木・市花である桜でいっぱいにした
いと活動をしています。ぜひご参加ください。
◆日時　３月26日（土）
　　　　15時～
◆場所
　三日月浄化センター公園
◆参加費
　1,000円／本
　（苗木代など材料費含む）
※小学生以下は無料です。
※桜の苗木は100本です。
※当日も参加できます。
※場所が分からない場合は、
　お問い合わせください。

 天山サクラ会（江里口造園内）
　　　☎７２・３48１

ココ

コマツ
西日本 トライアル

お
る
ご
ー
る

唐
津
線

国道34号線

久保田↓

小城↑

→
佐
賀県

道
48
号
線
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しゃく
体
たい
まつり開催!!

“新緑のころ、石体で楽しもう!！
目で!！  耳で!！  身体で感じよう

◆日時
　４月10日（日）　10時～17時
◆場所
　いやしの宿ほのか周辺（小城町石体）
◆催し物
・ちんどん屋（多久ちんどん芸能隊）
・篠笛と和太鼓（山田節

よし
和
かず
・石体太鼓）

・プレフットパス（佐賀大学　戸田ゼミ）
　風景を楽しみながら歩き、地域の良さを再発見！
◆展示販売
・農産物　・唐津焼　・手作り小物　など
◆食べ物販売
・石体そば（手打ち）　・せせりの炭火焼
・手作りだんご、山菜おこわ
・ドリンク類各種

 笑うて暮らそうやっ会　☎７２・4６9３（大石）

第３９回佐賀県消防職員
意見発表会を開催

「地域住民の命を守るために、何ができるのか」 　
　県内の５つの消防本部から選出された14人の消
防職員が消防や救急などの職務を通じて、体験し
感じたことを織り交ぜながら消防職員として心に
期する思いや抱負を発表します。
◆日時　４月12日（火）
　　　　10時～12時30分
◆場所　グランデはがくれ
　　　　フラワーホール
◆発表者　消防職員14人
◆入場料　無料�

 佐賀県消防長会事務局
　（佐賀広域消防局総務課内）☎３３・６７６３

第2３回
グリーンコンサート開催

　小城を中心に活動している小城ウインドアンサ
ンブルの定期演奏会が開催されます。吹奏楽の魅
力あふれる曲や、家族みんなで楽しめる曲などを
演奏します。
　ぜひお越しください。
◆日時
　４月24日（日）
　13時30分�開場／14時�開演
◆場所　ゆめぷらっと小城
　　　　天山ホール（多目的ホール）
◆入場料　無料

 小城ウインドアンサンブル
　　☎080・１７３３・３６１１（今泉）

第20回「石工の里ふれあい
ウォーキング」開催

　砥川一帯の石仏・石造物のある自然を散策しな
がら、地域の歴史や文化を体感する「石工の里ふ
れあいウォーキング」を開催します。春の穏やか
な陽ざしを受けて、心地よい汗をかきませんか？
◆日時　４月24日（日）
　　　　９時～16時
◆集合場所　永福寺
　（牛津町寺町、国道34号沿線）
◆受付　当日受付
　（事前予約不要。弁当も当日注文受付）
◆参加費
　500円（保険＋資料代含む。弁当代別途）
◆コース
　永福寺（座禅体験）～陽だまりの丘公園
　～八幡神社～谷公民館～常福寺（昼食）
　～仏舎利塔～空山観音堂～熊野権現～永福寺

 うしづ石工の里を未来に伝える会
　　☎090・949２・６６２9（大橋）
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平和へのメッセージ�from�知覧
第27回スピーチコンテスト

　姉妹友好都市である鹿児島県南九州市ではス
ピーチコンテストの出場者を募集しています。
「いのち・平和」について自分の思いを伝えてみ
ませんか。
◆応募対象
①一般の部　②高校生の部　③中学生の部
（友好交流都市および鹿児島県内限定）
◆応募資格
　８月15日（月）の本選（鹿児
島県南九州市で開催）に出場可
能な人で、自らの体験や感じた
ことを基にした自作の未発表の
オリジナル作品であること。
※�本選出場者の旅費および宿泊
代（1泊）は主催者負担。

◆応募期間
　４月1日（金）～５月23日（月）必着
◆応募内容
　「いのち・平和」を題材にしたスピーチ原稿を、
日本語で400字詰め原稿用紙４～５枚（中学生３
～４枚）にまとめて提出してください。
　応募方法など詳細はホームページをご覧ください。
※�応募者全員にオリジナル図書カード（500円分）贈呈。

 スピーチコンテスト実行委員会事務局
　（知覧特攻平和会館内）
　　 知覧特攻平和会館 検索

　　☎099３・8３・２５１１（土・日・祝日を除く）

ナースセンターへの届出が
必要になりました

　保健師・助産師・看護師・准看護師免許を持ち
ながら、その仕事に従事していない人は、ナース
センターに氏名や連絡先を届出することが努力義
務となりました。
　県ナースセンターでは、届出をされた情報を基
に、離職中の看護師などの皆さんに状況に応じた
情報提供や復職支援を行います。
◆届出方法
　インターネット経由で看護師などの届出サイト
「とどけるん」にて届出登録または書面での届出

 佐賀県ナースセンター（佐賀県看護協会内）
　　☎５１・３５１１

お花見スポットの

関連記事を本誌２ページに

掲載しています。
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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。vol.1２

～2016シーズン開幕～

　チケットはセブン－イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、
サークルＫサンクスなどのコンビニエンスストアでもご購入いただけます。

　多くの観客が駆け付けた開幕戦は、ホームのベアスタで注目の九州
ダービー。スタジアムが両チームサポーターの大歓声で沸く中、試合
開始早々に豊田陽平選手が４年連続開幕弾となる先制点を奪うと、後
半立ち上がりにもカウンターから岡田翔平選手が追加点を決めてアビ
スパ福岡を相手に２対1の勝利を飾りました。
　今シーズンより就任したマッシモ・フィッカデンティ監督の元、タ
イトル獲得という目標を掲げるサガン鳥栖にとって、期待の膨らむ最
高のスタートとなりました。
　４月はカップ戦も含めて７試合と厳しい連戦が続きます
が、ファンやサポーターの熱い声援が選手たちに力を与え
てくれます。満員のスタジアムで選手たちの後押しをよろ
しくお願いします。共に、戦いましょう！（３月18日著）

４月の
試合予定

試合 開催日 キックオフ 対戦相手
明治安田生命Ｊ１リーグ１st　第５節 ４月２日（土） 15時 柏レイソル

Ｊリーグヤマザキナビスコカップ�グループＢ�第３節 ４月６日（水） 19時 ベガルタ仙台

明治安田生命Ｊ１リーグ１st　第７節 ４月16日（土） 17時 ヴィッセル神戸

明治安田生命Ｊ１リーグ１st　第８節 ４月24日（日） 16時 ジュビロ磐田

有明佐賀航空少年団の
団員を募集

　航空の知識を学びながら地域社会に貢献する団
員とその指導を行う幹部団員を募集します。「空・
飛行機」に興味がある方、お待ちしています。
◆募集対象
　・ジュニア団員（小中学生）
　・幹部団員（18歳以上60歳以下）
◆活動内容
　航空教室
　空港内見学（管制塔、格納庫）　など
◆入団希望説明会
　４月17日（日）　10時～12時
　佐賀商工ビル４階会議室Ｇ
　（佐賀市白山二丁目1番12号）

 有明佐賀航空少年団（坂口）
　　☎090・１１99・984１
　　☎094２・9２・２５90

平成2９年宮内庁歌会始のお題
および詠進歌の詠進

お題「野
の
」

※「野」の文字の入った熟語も使用可能
◆詠進書式
　半紙（習字用の半紙）を横長に用い、右半分に
お題と短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、
氏名（本名、ふりがなつき）、生年月日および職業（具
体的に）を縦書きで、必ず毛筆で自書してください。
◆注意事項
　詠進歌は、自作の短歌で1人一首とし、未発表
のものに限ります。
◆詠進期限　９月30日（金）
　　　　　　※郵送の場合は、当日消印有効
◆詠進宛先　〒100−8111　宮内庁
　　　　　　※封筒に「詠進歌」と明記のこと。
※�疑問がある場合には、直接、宮内庁式部職あてに、
郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手を貼っ
た封筒を添えて、９月20日（火）までに問い合
わせください。
※詳細は、宮内庁ホームページをご覧ください。

試合会場：
ベストアメニティ
スタジアム
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