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６月は土砂災害防止月間です

場所
小城町畑田
750番地

☎73・7117

ゆめりあ

三日月町長神田
2312番地３

☎73・9280

牛津公民館

牛津町柿樋瀬
1100番地１

☎37・6143

ひまわり

芦刈町三王崎
1522番地

☎66・5566

建設課（東館１階）

開催案内

〈三日月館〉
◆日時 6月18日（土） １０時～１５時
◆場所 ドゥイング三日月 玄関前
市民図書館

小城館
三日月館

☎７１・１１３１
☎72・4946

おとうさんおはなしかい
小城の昔話やいろんなおはなし
をお父さんが読み語りをします。
楽しい工作もあります！
◆日時 ６月１８日（土） １４時３０分～
◆場所 小城館 おはなしのへや

☎３７・６１２０

改修工事をした住宅の固定資産
税が減額になります

市民図書館

《バリアフリー改修》
◆対象要件 新築した日から１０年以上経過した
住宅の改修工事であることなど。
《省エネ改修》
◆対象要件 平成20年１月１日以前に建築された
住宅の改修工事であることなど。
《耐震改修》
◆対象要件 昭和57年１月１日以前に建築された
住宅の改修工事であることなど。
◆申請方法 原則、工事完了後、３か月以内に
必要書類を添付した申請書の提出が必要です。
詳細はお問い合わせください。
税務課（西館１階）

募集情報

図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。一人何冊でもお持ち帰りいただけます。
当日は本を入れる袋をご持参ください。
〈小城館〉
◆日時 ５月２８日（土） １０時～１７時
２９日（日） １０時〜１６時
◆場所 桜城館 ロビー

連絡先

桜 楽 館

お知らせ

市民図書館ブックリサイクル

６月～７月は台風や豪雨に見舞われやすく、土
砂災害が発生しやすい季節です。
土砂災害はいつ発生するか分かりません。日頃
から気象情報に注意し、避難所や避難経路の確認
を行うなど、災害に備える意識を持つことが大切
です。
◆小城市指定避難所
（表の施設は自主避難所としても指定されています）
名称

いろ
いろ

小城館

☎７１・１１３１

男女共同参画ワークショップ
を開催
一人一人を大切にするまちを目指して、私たち
はどうすればいいのか、みんなで考えましょう！
◆日時 ５月28日（土） ９時30分～12時
◆場所 アイル
◆対象者 市民または市内の事業所に勤務する人
◆テーマ
「ひとりひとりが大切にされるまち、小城市へ」
◆講師

☎37・6103

たかさきめぐみ

髙﨑恵さん（ワークショップデザイナー）

企画政策課（西館２階）

☎37・6115

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

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！

も

も

三日月町織島1488 山 東 美 建
小城市広報
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社会教育委員の会議が
提言書を提出

山挽祗園700年祭を開催
今年は「小城山挽祗園700年祭」として、７月
23日（土）・24日（日）に開催します。
《出店者募集》
◆出店日 ７月24日（日）
◆出店料 １張 3,000円
半張 2,000円
詳細はお問い合わせください。
《「道行踊り」参加団体・個人募集中》
大勢の人が曲に合わせて、掛け声を掛け合い一
緒に踊って進んでいく「道行踊り」で祭りを盛り
上げましょう！地域や性別、年齢を問わず誰でも
参加できます。
◆踊り本番 ７月24日（日） 19時頃（予定）
◆募集期限
６月10日（金）
参加者には後日練習日をお伝えします。

▲今村教育長（左）に提言書を渡す、北島委員長（右）
と小柳副委員長（中央）

  ・出店について
小城山挽祗園700年祭実行委員会
（小城商工会議所内）

生涯学習課（東館２階）

☎73・4111

歯の供養を行います
小城・多久歯科医師会では歯と口の健康週間に
あわせて、抜いた歯や不用になった入れ歯などを
供養する「歯の供養」を行います。ご自由にご参
詣ください。
◆日時 ６月４日（土）
１４時～１４時３０分
◆場所 清水の滝付近（宝地院）
歯の供養塔
樋口歯科医院

有料広告

3万円から出来る
墓石クリーニング
19
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◆平成2８年度キャッチフレーズ
「意識をカイカク。男女でサンカク。
社会をヘンカク。」
◆男女共同参画週間とは
毎年６月23日〜29日までの１週間を「男女共同
参画週間」として、さまざまな取り組みを通じ、
男女共同参画社会基本法の目的や基本理念につい
て理解を深めることを目指しています。
◆市内イベント情報
市内の各図書館で、啓発コーナーを設置し、男
女共同参画に関連した本を紹介します。

☎６６・４０２２（山崎）

先着 20 名様限定！

2 0 1 6 年 6 月号

☎３７・６１３２

6月23日（木）～29日（水）は
男女共同参画週間です

・道行踊りについて
☎090・8661・8163（諸島）

きた じま やす

３月２５日（金）に社会教育委員の会議（北島靖
ひこ
彦 委員長）から今村教育長へ提言書「学校と地域
を結ぶ絆づくり」が提出されました。
この提言書は、学校と地域の連携により、地域
の活性化や子どもたちが安心して暮らせる環境づ
くりについて協議を重ね、学校・家庭・地域が連携・
協働し、子どもの教育活動を支援する仕組みづく
りなどがまとめられています。

内閣府男女共同参画局
☎03・5253・2111

前から気になっていたカビやコケ汚れを綺麗にしたい
金箔が剥げたり、納骨室に水が漏れたりしている
法事やお盆を前に、お墓をキレイにしておきたい

古いお墓でも驚く程キレイに蘇ります！
！

見積無料。まずはお電話を

☎0952-25-6020
墓石クリーニング専門店

佐賀美石

佐賀市本庄町本庄7‑2

情報

INFORMATION

第５回ハーモニカコンサート
ハーモニカを通し、市民の皆さんを元気にした
いとの思いでコンサートを行っています。今回は
バス・コードを加えアンサンブルで懐かしの名曲
を演奏します。
◆日時
６月12日（日）
14時～15時30分
（開場13時45分）
◆場所 ゆめぷらっと小城
１階 フロア（ギャラリー）
◆演奏曲 みかんの花咲く丘・青い山脈・
思い出のアルバム 他
◆入場料 無料
小城ハーモニカクラブ
☎080・6457・3114（秋丸）

初夏のヴァイオリン
コンサート♪
小城商工会議所女性会創立30周年を記念して、
日本フィルハーモニー交響楽団第１ヴァイオリン
さ

さ

き ゆう じ

はま て

み

き

こ

奏者佐々木裕司さんとピアノ濱手美貴子さんを招
き、コンサートを開催します。子どもから大人ま
で楽しめるヴァイオリンの生演奏です。気軽にお
越しください。
◆日時
６月18日（土）
13時30分～15時
（受付13時～）
◆場所 ゆめぷらっと
２階 天山ホール
◆定員 200人（先着順）
◆入場料 無料
小城商工会議所女性会事務局
☎73・4111

開催案内

市文化連盟小城支部が創作活動の成果を、新し
くオープンした「ゆめぷらっと小城」で発表しま
す！ぷらっと足を運んで心和むひと時を過ごしま
せんか。
◆日時 ５月２６日（木）～２９日（日）
１０時～１７時（最終日１６時）
◆場所 ゆめぷらっと小城 ２階 天山ホール
◆入場料 無料
◆内容 絵画、水墨画、書、写真、陶芸の作品展示
【アート体験】 10時～16時（最終日～15時）
28日（土） 粘土 de アート
（５００円）
２９日（日） うちわ de アート
（２００円）
石ころ de アート
（１００円）
布 de アート（150円～300円）
いろんな素材に絵を描いたりスタンプを押した
りしてみよう！
【ギャラリートーク】 ２８日（土）
・２９日（日）開催！
館内の作品を、その部門の専門会員が分かりや
すく説明します！芸術を身近に感じることができ
るチャンスです！
市文化連盟 小城支部事務局
（小城公民館内） ☎73・3215

子育てわくわくセミナーを開催
◆日時
◆場所
◆内容
◆講師

５月２９日（日） １０時～１３時
ドゥイング三日月
講話「子どもの能力を引き出す親の一言」
ひら た

ち

え

こ

平田智恵子さん
（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
家庭倫理の会佐賀西部

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

墓 石 展 示 品 有ります

増田石材店

小城市牛津町柿樋瀬1130（牛津駅からすぐ西）

TEL 0952 66 1879

小城市広報

34
ユートク

サカグチ
電器

牛津
公民館

有料広告

全て解決！

募集情報

至佐賀

増田石材店 で

お知らせ

第34回小城美術工芸展を開催

至武雄

お墓のことなら

いろ
いろ
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ココ

N

牛津タクシー

牛津駅
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放送大学10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、幅広い世代の人が学んでいます。
詳しい資料を無料で送付しますので、気軽にお
問い合わせください。
◆出願期間 ６月１５日（水）〜９月２０日（火）
（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

JR唐津線では、山本～久保田間で線路修繕工事
を行います。これに伴い、工事時間帯の西唐津・
唐津～佐賀間の列車が運休となりますので、ご注
意ください。
◆工事期間 ５月２５日（水） １０時～１４時頃
なお、同区間のバスおよびタクシーによる代行
輸送は実施しません。
JR九州唐津鉄道事業部

☎22・3308

検索

放送大学

◆日程

６月５日（日）、１９日（日）、
７月３日（日）、１７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 ２０,000円（テキスト代含む）
◆申込期限 ６月２日（木）
詳細はお問い合わせください。
佐賀県社会福祉士会

◆検査日時
５月31日（火） ９時～15時、17時～20時
６月 １ 日（水） 17時～20時
６月 ２ 日（木） 17時～20時
◆場所 佐賀中部保健福祉事務所 ２階
（佐賀市八丁畷町1-20）
※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

☎36・5833

自衛官募集案内説明会を開催
自衛隊は、国民の生命・財産と領土・領海・領
空を守ることを任務としています。自衛官などの
募集に関する各種説明を行います。
◆日時 ６月２５日（土） 10時～15時
※ご都合がいい時間帯にご参加ください。
◆場所 牛津公民館 １-１研修室
※入退場自由・参加費無料。
保護者も一緒に参加できます。
佐賀地方協力本部

募集課

有料広告

住宅型有料老人ホーム

しん ぼ

７月オープン

時給 750円〜850円

住宅型有料老人ホーム（デイサービス併設）における調理全般
就業時間（１ヶ月単位）ローテーションでの勤務
① 6：30〜15：30 ② 9：00〜18：00 ③ 10：00〜19：00
※就業時間、勤務日数は相談に応じます。

佐賀県社会福祉士会

介護職員

か

☎36・5833

夜勤専従職員

時給 800円〜850円

日給 15,000円〜16,000円

住宅型有料老人ホームまたは
デイサービスでの入浴介助、
食事介助、排泄介助、レクリ
エーション、身の回りのお世
話、利用者の外出支援 等
7：00〜19：00の間の5〜8時間程度

利用者様の介護業務全般
・食事介助、就寝・起床介助
・夜間の見回り 等
16：30〜9：30（休憩時間120分）
夜勤回数は週1〜2回
※回数はご相談に応じます。

株式会社ミズ 介護福祉事業部（ミズケア）☎ 0952‑22‑7974（担当／久原貴朗、豊田）

2 0 1 6 年 6 月号
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明治学院大学教授の新 保 美 香 さんを招き、生活
困窮者自立支援制度施行後１年が過ぎ、制度の現
状や課題などを考えます。
◆日時 ６月18日（土）
13時～16時30分（受付12時30分～）
◆場所 アバンセ 大ホール
（佐賀市天神３丁目２－11）
◆定員 300人
◆参加費 無料
◆申込期限 ６月13日（月）

そいよかね白石 佐賀県杵島郡白石町福田1268番1

小城市広報

☎30・3622

21世紀セミナー
「現代の貧困を考える」

☎２４・２２９１

栄養士または調理師募集
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☎0955・75・0382

６月１日～７日は
ＨＩＶ検査普及週間です

保育士受験対策講座を開催

溝上薬局が運営する

列車運休のお知らせ

受付時間／8：30〜17：30
詳しくは担当者までお問い合わせください。

情報

INFORMATION

いろ
いろ

お知らせ
募集情報
開催案内

小京都「小城」
ホタルの里ウォークを開催
ホタルが飛ぶこの季節に、小城の自然の中を
ウォーキングしませんか。
◆日時 ５月２８日（土）
・スタート受付 ８時30分～11時15分
・ゴール受付
15時まで
◆受付場所 小城駅
◆参加費 無料 ※事前申し込みは不要
◆コース
小城駅 スタート
祥光山星巌寺
山辺の道
松尾山光勝寺
岩蔵天山神社
天山酒造
須賀神社
村岡総本舗羊羹資料館
蔵の市（小柳酒造）
物産市広場（おぎ元気館）
小城駅 ゴール
商工観光課（東館１階）

☎37・6129

観光ボランティアの会員を募集
校外学習の子どもたちやガイドを希望する人に
市内の神社や歴史を、散策しながら分かりやすく
紹介する活動をしています。観光ボランティアに
なって小城の歴史や魅力を再発見しませんか。
◆活動内容 現地研修、歴史学習会、街歩きガイド
◆活動日 毎月第１・第３木曜日 13時～16時
◆場所 桜城館 ２階 研修室
小城市観光ボランティア
☎090・2859・5817（田尻）

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）

小城市広報

☎３７・６１１３

2 0 1 6 年 6 月号

22

＜企業誘致情報＞
セゾン自動車火災保険株式会社
佐賀サポートセンタースタッフ募集

全国一斉「子どもの人権１１０番」
強化週間

佐賀市と進出協定を締結しているセゾン自動車
火災保険株式会社の佐賀サポートセンターが、業
務拡大のため新規スタッフを募集します。
◆募集職種 コールセンタースタッフ
◆雇用形態 派遣社員
（社員登用制度あり）
◆給与 時給1,000円（研修時900円）
交通費別途支給あり
◆勤務地 アイ・フォレスト（どんどんどんの森）
佐賀市天神３-15-１
※詳細は問い合わせください。

いじめ・虐待など、子どもの人権に関わる悩み
ごと、心配ごとなどの相談に応じます。相談内容
についての秘密は固く守られますので、一人で悩
まず、お気軽にご相談ください。
◆実施期間
６月２７日（月）～７月３日（日） ７日間
８時３０分～１９時（土・日は１０時～１７時）
◆専用電話番号
０１２０・００７・１１０（フリーダイヤル）
◆相談担当者 法務局職員、人権擁護委員
◆相談料 無料

株式会社 ＴＭＪ 佐賀受信係
☎0120・929・288

サガン鳥栖 ★ 情報！

佐賀地方法務局
☎２６・２１９５

vol.14

人権擁護課

小城市はサガン鳥栖と交流宣言を締結しています。

厳しい連戦が続くリーグ中盤戦、若手選手の成長と活躍
明治安田生命J1リーグ、ナビスコカップのグループリーグと４
月、５月は厳しい日程の中、ホーム開幕戦の後から勝利がなく苦
戦を強いられるサガン鳥栖。しかし、ホームでは１敗こそしたも
のの、熱いサポーターの声援に後押しを受けながら、粘り強く最
後まで戦う選手たち。
みつ まる ひろむ
その中でも、今季新加入の三 丸 拡 選手はリーグ戦での初出場を
かま だ

果 た す と、 Ｕ －23日 本 代 表 候 補 合 宿 に 初 選 出 さ れ る な ど、 鎌 田
だい ち

にえ かわ あゆ み

大 地 選手、牲 川 歩 見 選手と共に今後の成長と活躍に注目です。
６月はJ1リーグ1stステージの終盤戦。ガンバ大阪戦など注目
試合もあります。１つでも順位を上げられるように、またサガン
鳥栖ファンの皆さんに勝利と笑顔が届けられるように、力を結集
して最後まで全力で戦い続けます。ベストアメニティスタジアム
で選手への後押しをよろしくお願いします。
（４月22日著）
試合会場：ベストアメニティスタジアム

６月

ホームゲーム

試合

開催日

Ｊリーグヤマザキナビスコカップ グループＢ 第７節
明治安田生命Ｊ１リーグ１st

第16節

キックオフ

対戦相手

６月 ５ 日（日）

14時

柏レイソル

６月18日（土）

未定

ガンバ大阪

※４月に中止となりましたヴィッセル神戸戦は６月に開催される可能性がございますので、ホームページにてチェックしてください。

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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