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『手話奉仕員養成講座』の
受講生を募集
６月より開講する手話奉仕員養成講座（入門・
基礎課程）の参加者を募集します。手話に興味が
ある人、以前習ったことがあるけどもう一度基礎
から学びたい人などの参加をお待ちしています。
なお、講座終了後は市より修了証を交付します。
◆日時 ６月21日（火）～12月８日（木）
毎週火・木曜（祝日休）計47回
18時30分～20時30分
◆場所 ゆめぷらっと小城
◆対象者
市内に居住・通勤・通学している高校生以上の人
※高校生は保護者の同意が必要
◆定員 20人（先着順）
◆内容 手話によるコミュニケーションの基礎
◆参加費 無料
（テキスト代２，０００円は自己負担。高校生は無料）
◆申込方法 ６月３日（金）までに高齢障がい支
援課窓口で申請をしてください。また、市ホーム
ページからも申請書をダウンロードできますので、
郵送・ファックスでの提出も可能です。

図書館牛津分室
ブックリサイクル
図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。１人、何冊でも持ち帰りいただけます。
◆日時 ５月５日（木・祝） １０時～１６時
◆場所 牛津公民館 １階 研修室１−２
※当日は本を入れる袋をご持参ください。
※なくなり次第、終了します。
市民図書館

窓口の適切な案内誘導と待ち
時間短縮のため、タッチパネル
式の受付番号発券機を市役所西
館入口に設置しました。
市民課と国保年金課での手続
きをされる際には、発券機で番
号札をお取りください。
・市民課（西館１階）
☎37・6100
・国保年金課（西館１館）☎37・6101

牛津分室

☎37・6144

でっかいおはなし会
～ドゥイング三日月開館20周年記念～
ドゥイング三日月開館20周年
を記念して、楽しいおはなしや、
ミニコンサートなどを行います♪
ぜひ、遊びにきてください。
◆日時 ５月１４日（土）
◆場所 ドゥイング三日月
◆内容 １１時〜 記念講演
１４時〜 図書館内ミニコンサート
15時～ でっかいおはなし会 など

高齢障がい支援課（西館１階）
☎３７・６１０８ FAX ３７・６１６２

市民課・国保年金課に受付番号
発券機を設置しました

いろ
いろ

市民図書館

三日月館

☎72・4946

水曜会のご案内
水曜会は、精神障がい者の家族（親・兄弟姉妹・
同居家族など）が悩みを１人で抱え込まないで、
一緒に考え、語り、相談し、助け合っていく会です。
思いを周囲の理解者や協力者に相談しませんか？
会は、２か月に１回の集まりです。ぜひご参加く
ださい！（個人情報・プライバシーの保護は厳守します）
◆日時 ５月・７月・９月・11月・１月・３月の
第２水曜日 13時30分～15時
◆場所 アイル ボランティアルーム
健康増進課（西館１階）

☎37・6106

有料広告

建 築 塗 装 リ フ ォ ー ム
不
動
産 リノベーション

おまかせください！

空き家管理 山 東 美 建
不動産売買 0 1 2 0 ｰ 9 3 0 ｰ 1 8 7
も

も
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開催案内
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「子どもの安全を地域で見守る会」
を開催します

県内トップクラスの佐賀にわか劇団の共演です。
笑いで元気になりましょう！
◆日時 ５月１５日（日） 13時 開場／14時 開演
◆場所 牛津赤れんが館
◆入場料 500円
（小学生以下は無料）
◆出演一座
に

わ

か

・牛津仁〇加倶楽部（牛津町）
・はっぴぃ♥かむかむ（鹿島市）
・きんちゃん一座（佐賀市）
※今 回、前売券発売はありません。入場整理券を
当日13時～配布します。(先着150人)
牛津赤れんが会

☎６６・０２２１
☎080・4694・3158

開催案内

牛津町上砥川のみかん農家
が、農園の一部を希望者に提
供する「みかんオーナー」を
募集します。
◆説明会・現地案内日時
５月２０日（金）
・２２日（日）
２４日（火）
砥川小前
13時30分～14時30分
交差点
※雨天決行
◆場所 JAさが 旧砥川支所（２階会議室）
※説 明会終了後、現地でオーナーの木を選定し、
申込金（管理委託料や収穫するみかん代）をい
ただきます。
みかん園

佐賀にわか座長大会

募集情報

砥川小

小城市青少年育成市民会議
生涯学習課（東館２階） ☎３７・６１３２

お知らせ

みかんオーナー募集！

ＪＡさが
旧砥川支所

子どもたちの登下校や地域の安全を青色回転灯
装備車で見守る「青色防犯パトロール」、子どもた
ちが不審者と遭遇したときの緊急避難所となる「子
ども110番の家」など、小城市の子どもたちの見
守り活動に参加しませんか。
◆日時 ５月2７日（金）
１９時３０分～２１時
◆場所 ドゥイング三日月 多目的ホール
◆内容
①青色防犯パトロールの講習
※後日、実施者証が交付されます
②現在活動されている皆さんからの報告
③子ども110番の家に子どもが駆け
込んで来た時の対応についての研修
◆参加費 無料

いろ
いろ

農林水産課（東館１階）☎37・6125

Kids Fun 第２回「主役はきみだ！」

未来のスターを見に来ませんか！

市内の子どもたちが主役の発表会を開催します。
子どもたちの元気なパフォーマンスを見に来ま
せんか！
◆日時 ５月１５日（日） １３時３０分～
◆場所 ドゥイング三日月 多目的ホール
◆内容 民舞、チアダンス、楽器演奏、
ピアノソロ、歌など、
グループ・個人による発表
◆出演団体
・小城市エイサー隊「舞」
・ゆめりあ キッズチア ・津の里楽団
・詩吟朗詠錦城流 ・三日月中学校合唱部
・民謡青山会 ・ピアノ・ソロ 他
◆入場料 無料
◆対象者 どなたでも
小城市こども未来塾 ～あゆの会～
生涯学習課（東館２階） ☎３７・６１３２

有料広告
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小城市公民館体験講座
「ノルディックウォーク体験教室」
◆日時
①５月２０日（金）
１３時30分〜１５時３０分
ゆめぷらっと小城 集合
②６月１１日（土）
９時〜１１時
牛津公民館 集合
※小雨決行。雨天時は中止します。
◆内容
ノ ルディックウォークの基本動作講習からポー
ルを使ってのロングウォーク（５～10㎞程度）
◆定員 ４０人（先着順）
◆対象者 市内在住の人
◆参加費 無料
◆持ってくるもの
ノルディックウォークポール（お持ちの人のみ）
歩きやすい靴・服装、タオル、飲み物
◆申込期限 各日３日前まで
※１日のみの参加も可。ポールの無料貸出あり。
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

～５月は赤十字月間です～

止血の仕方や毛布の有効的な活用法など、災害
時に役立つ応急・救命手当ての方法を学びます。
◆日時 ５月７日（土） 10時～12時
◆場所 多久市体育センター
  （多久市北多久町小侍1119-90）
◆参加費 無料

キレイで
サクサク！

有料広告

小城のフリーペーパー

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

鎌倉時代、関東千葉氏によっていかに小城の地
に小京都作りが行われたのか、大陸との交易や京
都や千葉などと、どのように交流を続けたのか。
また、中世の小城が仏教などの文化を取り入れ
「小京都の中の小京都」として、いかに発展していっ
たのかを検証し、この歴史文化遺産を生かした、
これからの小城のまちづくりを検証します。
◆日時 ５月21日（土）
14時〜１７時
◆場所 ゆめぷらっと小城 ２階 天山ホール
フォーラム小城

☎７３・２７００

小城を100倍楽しくする

◆期日・会場
①５月１８日（水）、②５月２５日（水）
会場：ドゥイング三日月 多目的ホール
③６月１日（水）、④６月１４日（火）
会場：牛津公民館 ホール
◆時間 １９時〜２０時３０分
◆内容 初心者向けのホームヨーガ
◆対象者 市内在住の成人向け
（小学校高学年より参加可）
◆定員 ４０人（先着順）
◆参加費 無料
◆持ってくるもの
ヨガマット、タオル、飲み物、動きやすい服装
◆申込期限 各日１週間前まで
※１日のみの参加も可・託児あり。

基調講演とパネルディスカッション
「中世の大都市…すごいぞ小城」

習ってよかった！災害時に
生かせる赤十字救急講習会

小城市社会福祉協議会

小城市公民館体験講座
「楽しいホームヨーガ」

☎090・9489・8124

おぎなうがスマートフォン、パソコンで
快適に読めるようになりました！
おぎなうをスマホに入れて小城を楽しみましょう

おぎの情報を発信しています

Catalog Pocket/カタポケ 無 料

http://oginow.sagasubanta.com

最新情報は Facebook にて
小城市小城町253番地４（音成印刷内）
おぎなう編集局
TEL 0952−73−4113 FAX 0952−73−3540
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スマホの方はアプリをインストールしてください。

iOS
の方

Android
の方
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ひとり親家庭の学習支援教室
小城市母子寡婦福祉連合会は、ひとり親家庭の
子ども学習支援教室を始めました。学習は個別学
習、質問形式で教材を各自持ち込んで勉強してい
ます。
◆対象者 市内に住むひとり親
家庭の小・中学生
◆場所 牛津公民館
◆時間 毎週火曜日
18時～20時
◆参加費 無料
〈講師ボランティア募集！〉
教員OBや大学生の皆さんで、子どもたちの学び
を手伝ってくれる人を探しています。
小城市母子寡婦福祉連合会
☎090・5478・7429（岡本）

無料法律相談会を開催
《５月３日は憲法記念日》
金銭、土地、建物、交通事故、架空請求、振込詐欺、
相続、
夫婦・親子関係、
成年後見などご相談ください。
◆日時 ５月１０日（火）
【午前の部】 10時～12時30分
【午後の部】 13時～15時
（午後受付 13時〜14時30分）
※午 前中で相談を受けられなかった人は、午後の
部でお受けします。
※相談時間は１人20分程度。
◆受付 当日、先着順で行います
◆場所 佐賀県弁護士会館２階
（佐賀市中の小路７番１９号）
◆相談員
弁護士、裁判所書記官、家庭裁判所調査官
※裁判所の職員は、裁判所の手続相談になります。

小城

5,000戸

配

広告
中
集
募

☎38・5604

お知らせ
募集情報
開催案内

職業訓練受講生募集
平成２８年７月生を募集します。
募集科名

定員

機械・ＣＡＤ技術科

15

機械加工技術科

12

板金・溶接施工科

15

電気設備施工科

18

建築ＣＡＤ科

３０

◆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人
・機械加工技術科はおおむね40歳未満の人
◆受講料 無料
◆応募期間 ５月２日（月）～６月１日（水）
◆筆記試験・面接日 ６月８日（水）
◆訓練期間 ６か月（７月５日～12月２７日）
◆応募方法 最寄りの公共職業安定所で相談の上、
応募書類をご提出ください。
ポリテクセンター佐賀

☎26・9516

感電事故防止のお願い
感電事故防止のため、電
線付近での鯉のぼりの掲揚
や魚釣りは絶対に行わない
ようお願いします。
万一、鯉のぼりや釣り糸
が電線にかかった場合は、
自分で取ろうとせずにお近
くの九州電力までご連絡く
ださい。
九州電力株式会社

０１２０・９８６・３０３

小城市の皆さんにアピールできる！！

有料広告

内

約1

布

市

佐賀地方・家庭裁判所総務課

いろ
いろ

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！
発行日
3. 広報
「さくら」
はパソコンやスマホからも読める
毎
月20日
ので、配布地域外の方にもアピールできます！

◆広告のお問い合わせ、お申し込みは…

TEL0952-73-4113

みなさまの想いをカタチに

小城市小城町253番地４
http://www.otonari.co.jp/
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いき
いき
小学校の大きな運動場で走ってみませんか？

小城市子ども茶道教室

サークル
vol.11

牛津っ子よーいドン！

◆期日 ５月２９日（日）
◆時間 10時ごろスタート（予定）
◆対象者
来年度、牛津小学校に入学予定のお子さん
◆申込方法 当日、９時15分～45分に牛津小学校
本部テントで受付。
※当日、雨天などで運動会が延期の場合は中止。

小学生を中心に茶道の良さをみんなで楽しく学ん

牛津小学校

でいます。茶道を通して和の礼儀作法を身に付ける
ことができます。興味がある人はぜひ見学にお越し

住宅用火災警報器の
維持管理は大丈夫ですか？

ください。
日時・場所

・ドゥイング三日月 第３土曜日
・あしぱる 第２日曜日
・両教室とも９時30分〜10時30分

住宅用火災警報器が適切に機
能するためには維持管理が重要
です。
「いざ」というときに住
宅用火災警報器がきちんと働く
よう、日頃から作動確認と手入
れをしておきましょう。

無料（ただし、材料代は実費）

費用

☎72・1616 （三日月公民館）
☎090・7455・7641（水田）
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！

vol.13

☎６６・0047

佐賀広域消防局

予防課

☎３３・６７６５

小城市はサガン鳥栖と交流宣言を締結しています。

～2016年リーグ戦序盤～
リ ー グ 戦 を１勝１敗 で 迎 え た３月12日 の ヴ ァ ン フ ォ ー レ 甲 府 戦
よし だ ゆたか

は、 相 手 に１点 リ ー ド を 許 し た 展 開 で 試 合 が 経 過 す る 中、 吉 田 豊 選
キム ミ

ヌ

手が果敢に仕掛けたドリブルからクロス。それに金 民 友 キャプテン
がヘディングで合わせて同点ゴールを奪うと、スタジアムの盛り上
が り は 最高潮に！そして、チームにも勢いが増して最後まで攻め続
けた結果１対１の引き分けで勝ち点１を掴みました。
たに ぐち ひろ ゆき

ア ウ ェイの横浜Ｆ・マリノス戦では、谷 口 博 之 選手が気迫あふれ
るダイビングヘッドでゴールを奪うなど、選手たちは常に全力でプ
レーし続けます。
５月 も 川 崎 戦や 浦 和戦 な ど 注目 試合 が た くさ ん あり ま すの で、 皆
さんスタジアムに来て選手たちに熱い声援をお願いします。
共に、戦いましょう！そして、共に歓喜を！（３月23日著）

５月

ホームゲーム
試合会場：
ベストアメニティ
スタジアム

試合
明治安田生命Ｊ１リーグ１st

第10節

Ｊリーグヤマザキナビスコカップ グループＢ 第５節

開催日

キックオフ

対戦相手

５月４日（水・祝）

13時

湘南ベルマーレ

５月18日（水）

19時

川崎フロンターレ

明治安田生命Ｊ１リーグ１st

第13節

５月21日（土）

15時

大宮アルディージャ

明治安田生命Ｊ１リーグ１st

第14節

５月29日（日）

16時

浦和レッズ

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。
【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
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