
転勤 相続
空き家管理
不動産売買
空き家管理
不動産売買

住宅
売り

土地
購入

転勤で急に家を空けることになったり、相続で所得した建物の

管理でお困りの方、まだ決めていないけれど相談したい方など

お気軽にお電話下さい。 山東美建0 1 2 0 - 9 3 0 - 1 8 7
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小城市公民館体験講座
「アロマで遊ぼう」

　自分が好む香りを使って、癒しのグッズを自分
で作ってみませんか？
◆内容・日時
　１．アロマルームフレグランスづくり
　　　①８月　８日（月）　14時～16時
　　　②８月27日（土）　９時30分～11時30分
　２．アロマキャンドルづくり
　　　③９月14日（水）　14時～16時
　　　④９月17日（土）　９時30分～11時30分
◆会場　ゆめぷらっと小城　３階　会議室５
◆講師　木

この
葉
は

木
き

屑
くず

さん
　　　　（認定アロマテラピーインストラクター）
◆対象者　市内在住者（年齢制限なし）
◆定員　15人（先着順）
◆参加料　１回500円
　　　　　（中学生以下は１回200円）
◆準備物　なし
◆申込期限　各日一週間前まで
※一日のみの参加も可　※託児あり

 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

日中友好交流報告会を開催

　中国各地で中国の若者たちに日本の剣道を長年
教えてきた、荒

あら
川
かわ

司
つかさ

さん（剣道7段教士）に中国の
人との交流体験を語ってもらい、今後の日中友好
のあり方を考えます。
◆日時　７月２日（土）　13時30分～15時
◆場所　ゆめぷらっと小城　３階　会議室５
◆入場料　無料

 小城地区日中友好協会　☎７２・３７１２（永池）

悩みごとはくらし・困りごと
行政相談所へ

　毎日の暮らしの中で、困っていることはありま
せんか？各種相談窓口が市役所に集まって１日合
同行政相談所を開設します。
◆日時　７月26日（火）　10時～15時
◆場所　小城市役所　大会議室（西館２階）
◆相談料　無料（先着順）　※事前予約不要
◆ 相談時間　法律相談などは１人30分以内

※ ７月26日（火）の定例行政相談・人権相談（牛
津公民館）は、この相談所を開設するため、開
催しません。
 ・総務課（西館２階）　☎３７・６１１２

　　・佐賀行政評価事務所
　　　☎２２・２６5１　FAX２２・２６5２

相談内容（例） 参加機関（予定）

法律相談 佐賀県弁護士会

年金相談 佐賀年金事務所

登記・戸籍 佐賀地方法務局

相続問題 佐賀県司法書士会

税務相談 九州北部税理士会佐賀支部

多重債務相談 佐賀財務事務所

いじめ問題 人権擁護委員

消費生活相談 消費生活相談員

住宅相談 建築士

行政全般 行政相談委員

県政全般 佐賀県

警察安全相談 佐賀県警察本部

市政全般 小城市
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3万円から出来る
墓石クリーニング

古いお墓でも驚く程キレイに蘇ります！！

　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

佐賀美石 佐賀市本庄町本庄7-2

見積無料。まずはお電話を

☎0952-25-6020

先着20名様限定！

墓石クリーニング専門店

有
料
広
告

小城市成人式
企画運営委員　大募集！

　新成人のみなさん、一生に一度の成人式を、自
分たちの手で、思い出に残るように企画しません
か？たくさんの応募をお待ちしています！！
　詳細は、各公民館にお問い合わせください。

《平成２９年小城市成人式》
◆日時　平成29年１月８日（日）
　　　　　受付12時／ 開式12時30分
◆場所　各町４会場にて実施
◆対象者　平成８年４月２日～平成９年４月１日
生まれで小城市に住民登録のある人。
　対象者には、12月上旬に案内通知を送付します。

＊＊＊市外にお住まいの方へ＊＊＊
　以前、市内の学校に在籍または卒業された人で
参加を希望される場合は事前の申し込みが必要で
す。
◆申込方法　申込書を参加希望会場の公民館へ提
出してください。申込書は各公民館に備えつけて
いるほか、市ホームページからもダウンロードで
きます。※参加できる会場は１会場のみです。
◆申込期限　11月17日（木）

 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

ウィメンズカレッジ
受講のご案内

　日々の暮らしを心豊かに過ごすための講座を開
催します。どなたでも気軽にご参加ください。
◆日時　７月22日(金)　10時～11時50分
◆場所　アイル
◆内容　「こんにちは環境課です！
　　　　　こんな事、あんな事やっています」
　いろんな事例を交えながら、住みよい環境づく
りを一緒に考えましょう。
◆講師　松

まつ
本
もと

浩
こう

一
いち

郎
ろう

さん（小城市役所 環境課）
◆対象者　どなたでも
◆受講料　無料

＊＊＊小城市地域婦人会会員募集中！＊＊＊
◆婦人会とは
　地域づくり、人づくりや絆を大切に、交通安全・
更生保護・日赤活動・健康・青少年健全育成・視
察研修・地域活動などを行っています。
◆入会資格　地域活動に興味のある女性
◆会費　600円／年

 小城市地域婦人会　☎６６・２６２６（古賀）

まむし抗毒素の保有医療機関

　万が一、まむしにかまれた時のために確認して
おきましょう。受診の際は、事前にご確認ください。

（平成28年４月現在の保有医療機関）
◆小城市民病院（小城町）　☎73・2161

 健康増進課（西館１階）　☎３７・６１０６

“社会を明るくする運動”に
ご協力ください

　７月は“社会を明るくする運動”の強化月間です。
日本での犯罪の約６割は再犯者によるものです。
立ち直りを支え、「犯罪に戻らない・戻さない」こ
とが地域の安全につながります。そして、立ち直
りを支えるには、「地域のチカラ」が必要です。
　“社会を明るくする運動”は
安全・安心の国づくり、地域
づくりのための重要な活動で
す。小城市の安心・安全を実
現しましょう。

 小城・多久地域更生保護サポートセンター
　（小城市役所別館）　☎７２・７９１5
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スマートフォン、パソコンでも快適に読めます！

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

小城を100倍楽しくする

小城のフリーペーパー

http://oginow.sagasubanta.com

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

Facebook最新情報は にて

キ
レ
イ
で

 

サ
ク
サ
ク
！

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
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料
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平成２８年度くらしに役立つ
消費生活講座

　消費者をめぐる環境も大きく変化し、消費者の
自己責任が求められる時代となりました。自立し
た消費者になるために、消費者問題を基礎から学
んでみませんか？

【第１回】
◆日時　７月10日（日）　10時～12時
◆場所　ゆめぷらっと小城　１階　大会議室
◆内容
　・「 知って防ごう消費者トラブル〜最近の悪質商

法の手口〜」
　　講師　消費生活相談員
　・「安心な老後のための生命保険の知識」
　　講師　公益財団法人　生命保険文化センター

【第２回】
◆日時　９月３日（土）　10時～12時
◆場所　あしぱる　会議室
◆内容　「 広告・表示の落とし穴〜正しく選択す

る力を身につけよう〜」
　講師　岩

いわ
本
もと

諭
さとる

さん（佐賀大学経済学部教授）
◆受講料　無料
◆申込方法
　電話・FAX・Ｅメールで申し込みください。
◆申込期限　７月５日（火）

 特定非営利活動法人　消費生活相談員の会さが
　　　☎／FAX９７・７４２３
　　　  shohisaga@bz０１.plala.or.jp

スマホ・タブレット講座
参加者募集

　らくらくスマートフォンやiPadの使い方や、
SNS（Facebook、LINE）の利用方法を学ぶ初心
者向けの講座です。
◆日時　７月16日（土）
　　　　［午前の部］10時～12時30分
　　　　［午後の部］13時30分～16時
◆場所　ゆめぷらっと小城　２階・３階
◆講座内容
　①らくらくスマートフォン講座（午前・午後）
　②iPad講座（午前・午後）
　③LINE講座（午前）
　④Facebook講座（午後）
◆定員　各講座20人（先着順）
◆参加費　無料
◆申込方法
　電話またはEメールで申し込みください。
◆申込期限　７月15日（金）12時まで

 佐賀県高度情報化推進協議会事務局
　　　（佐賀県庁　情報・業務改革課内）
　　　☎２5・７０8６
　　　  ship@sunny.ocn.ne.jp

子育てわくわくセミナーを開催

◆日時　６月26日（日）　10時～13時
◆場所　ゆめぷらっと小城　２階　会議室１・２
◆内容　講話「愛を伝える子育て
　　　　　　　～親子の絆を深めよう～」
◆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

 家庭倫理の会佐賀西部
　　☎０９０・5９２４・5２６０（副島）
　　☎０９０・３６０２・０２１２（力安）

アゲマキ、タイラギ採捕は
禁止です！

　アゲマキと干潟のタイラギ採捕を禁止しました。
資源復活のためには親貝の保護が必要です。ご協
力をお願いします。

 佐賀県海区漁業調整委員会事務局
　　☎２5・７１４5
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広報「さくら」で小城市へPR！

☎0952-73-4113
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

発行日／毎月20日

まずは、
お気軽にお問い
合わせください。

小城市内約15,000戸に配布
広告効果は抜群！

公の機関が発行する媒体なので
信頼度アップ！

インターネットでも閲覧できる
配布地域外の方にもアピール！

小城市の皆さんへ
あなたの会社や
お店をPRできます 広告募集中

有
料
広
告

佐賀県がん患者・家族集いの会

◆日時　７月４日（月）
　　　　受付12時30分～　開始13時～
◆場所　佐賀県総合保健会館
　　　 （佐賀市天神１丁目４−15）
◆定員　がん患者とその家族　30人程度（先着順）
◆内容　風鈴作り
◆参加費　１人300円
◆申込方法　電話で申し込みください。
◆申込期限　６月27日（月）

 佐賀県がん総合支援センター
　　　☎０１２０・２４６・３88
　　　月・水・金　９時３０分〜１３時
　　　　　　　　　１４時〜１６時３０分

知って防ごう　熱中症！

　正しい知識を身に付けて熱中症予防を心掛けま
しょう。
◆熱中症とは　高温環境下で、体内の水分や塩分
のバランスが崩れ、体内の体温調節がうまく機能
しないなどして発症します。重症の場合、死に至
ることもあります。
◆症状　 めまい、筋肉のけいれん、頭痛、嘔吐、

意識障害など
◆予防策　・風通しの良い服装をする
　　　　　・こまめに水分補給を行う
　　　　　・こまめに休憩をとる
　　　　　・バランスを考えた食事
　　　　　・十分な睡眠
◆熱中症と疑われる人を見かけたら
　まず声を掛け、反応が無い場合や、意識がもう
ろうとしている場合はすぐに119番通報してくだ
さい。

 佐賀広域消防局　消防課　☎３３・６７６１

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　７月５日（火）・26日（火）
　　　　８月２日（火）・23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
　※ただし、修理は別途料金がかかります。
◆定員　各10人（先着順）　※事前申込
◆相談時間　１人30分以内

 特定非営利活動法人　つなぎレンガ座
　　☎３７・７２5３

オストメイト公開講座を開催

　オストメイト（人工肛門・人工膀胱造設者）お
よび市民を対象とした公開講座が開催されます。
オストメイトの理解促進をテーマに講演が行われ
ます。
◆日時　７月30日（土）　13時～16時30分
◆場所　ゆめぷらっと小城　１階　大会議室
◆講座内容
　①大腸ガン・術後とそのケアー
　　13時30分～14時20分
　②介護士によるストーマ交換と疑問・要望
　　14時30分～15時20分
　③洗腸生活20年（コロストミー）・報告
　　15時30分～16時
　④Ｗストーマの苦悩と努力・家族の応援
　　16時～16時30分
　詳細はお問い合わせください。

 公益財団法人　日本オストミー協会佐賀県支部
　　☎６5・5855
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福祉マンパワー合同就職面接会

　県内の福祉施設や病院、在宅介護サービス事業
所などで働きたい人のために、就職面接会を開催
します。
◆日時　７月22日（金）（受付 13時～15時）
　　　　13時30分～15時30分
◆場所　佐賀県総合体育館
　　　 （佐賀市日の出１丁目21番15号）
◆内容　・参加者と参加事業所との面接会
　　　　・ 福祉関連資格の取得方法や福祉分野の

仕事内容についての相談
◆参加費　無料　※事前申込不要

 ・佐賀公共職業安定所　　☎24・4362
　　・佐賀県社会福祉協議会　☎28・3406

戦没者遺児の皆様へ

　旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地
域の住民と友好親善を深めることを目的とした慰
霊友好親善事業の参加者を募集しています。
　日程など、詳細はお問い合わせください。
◆対象者　戦没者の遺児
◆ 実施地域　旧ソ連、西部ニューギニア、ボルネ

オ・マレー半島、マリアナ諸島、東部ニューギ
ニア、中国、トラック・パラオ諸島、ソロモン
諸島、ミャンマー、フィリピン、洋上慰霊、マー
シャル・ギルバート諸島

◆参加費　10万円
 一般財団法人　日本遺族会事務局

　　☎０３・３２６１・55２１

慰霊巡拝の実施について

　旧主要戦域となった陸上や遺骨収集の望めない
海上などにおける戦没者の遺族を対象として、厚
生労働省が実施する慰霊巡拝の参加者を募集しま
す。
　実施日程、申込締切日などは地域ごとに異なり
ます。詳細はお問い合わせください。
◆ 派遣地域　硫黄島、ビスマーク・ソロモン諸島、

マリアナ諸島、ミャンマー、フィリピン
 佐賀県庁　福祉課　援護恩給担当

　　☎２5・７０58

第１４回
佐賀平野「水と歴史」の探検隊

　北山ダム内部の見学、船でのダム湖内探検、佐
賀平野に水を流す仕組み、石

いし
井
い

樋
び

と成
なり

富
どみ

兵
ひょう

庫
ご

茂
しげ

安
やす

公
こう

について学習します。
◆日時
　８月26日（金）
　８時30分～16時30分
　（小雨決行、悪天候の場合
　 は延期または中止）
◆対象者
　小学４年生～６年生と保護者
　（小学生のみの参加も可）
◆定員　40人
◆参加料
　大人300円、子ども100円（昼食付き）
◆受付開始　７月15日（金）　９時～
◆ 受付方法　参加希望者全員の名前、性別、住所、

電話番号、学校、学年を記入の上、FAX、はがき、
またはＥメールで応募してください。応募受付
後、結果の連絡を行い、参加者には、８月上旬に
集合場所や行程表などを郵送でお知らせします。

 水土里ネットさが土地（佐賀土地改良区）
　　　〒8４０−０8１１
　　　佐賀市大財三丁目８番１5号
　　　☎２２・４３8２　FAX ２９・１０４8
　　　  tanken２8@sa-tochi.jp

多くの人が集まる催しで、
火気器具を使用する皆さんへ

　多くの人が集まる催しでは、火気器具を使用す
る露店などに次のことが義務付けられています。
　・露店などを開設する際の届け出
　・消火器の準備 
※ 大規模な催しのうち、

消防署長が指定するも
のは、主催者に防火担
当者の選任、業務計画
の作成・提出などが義
務付けられています。

　ご不明な点は最寄りの
消防署へお尋ねください。

 佐賀広域消防局　予防課　☎３３・６７６5
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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いただきます。

★マジェンバソース
　（1本）

★鯉こくフリーズドライ
　（5個入り）

読者コーナー

読ん
で当
てよ
う

次の○○に入る数字を、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。

３月号の答えは、①メタボ と ②４９０ でした。　　59通（正解者59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。前回の答え

◎収納の仕方や、簡単な掃除のやり方や節約料理などの情報とかも特集して欲しいです。（22歳女性）◎メタボ特集に
びっくり！！お腹まわりが90㎝になっています。健康の為にも、運動と食事に気を付けて頑張ります。（61歳男性）◎子ど
もの遊び場やイベントや雨の日の過ごし方など特集して欲しい。（30歳女性）◎ゆめぷらっと小城での色々なイベント開
催予定をお知らせください。さくらでの情報を楽しみにしています。先日、おひな祭り見学に２回も行きました。（57歳男
性）◎季節もよくなりイベントや美味しく手頃なお値段で食事出来る所。それと、いやされる所など知りたいです。（60
歳男性）◎アイルに行った時「陽だまり」で食事しました。野菜も安心ですが、甘酒もおいしかったです。（72歳男性）

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 小城山挽祗園祭は、今年○○○年を迎えます。

7月10日は参議院議員選挙です。今回の選挙から
選挙権年齢が20歳から○○歳に引き下げられました。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、７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
※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」

CSO（市民社会組織）からの
提案を募集します

　県や市では「私たちならもっと質の高い公共サー
ビスを提供できる」という、CSOからの提案を募
集しています。
　昨年度は、県および市町が担う業務に対して、
155件の提案があり、130件が採択されました。
　今年度も、県や市の事業に対する提案を募集し
ますので、ぜひご応募ください。
◆事業名
　CSO提案型協働創出事業
◆提案募集期限
　９月30日（金）
※提案書の様式などは、お問い合わせください。
※ CSOとは、NPO法人、市民活動・ボランティア

団体に限らず、自治会、婦人会、老人会、PTA
などの組織・団体も含めての呼称です。

 ・中間支援組織　NPO法人ようこそ小城
　　　　☎７２・３5６６
　　　・佐賀県庁　県民協働課　☎２5・７３７４

第１２回小城市民体育大会を開催

◆日時　７月31日（日）
※31日（日）以外の競技は下記日程で開催します。
　・親子サッカー（６月25日）
　・軟式野球（７月10日・17日）
　・水泳競技（７月17日）
　・卓球競技（７月17日）
　・バドミントン競技（７月17日）
◆申込期限　６月24日（金）
◆申込方法
　各町の体育協会の窓口で申し込みください。
◆その他
　・ 今年の県民体育大会からグラウンドゴルフが

実施されます。これに伴い市民体育大会でも
得点競技となりました。

　・ 昨年に引続き総合開会式は行いません。各競
技団体ごとの開始式となります。 

※詳細は体育協会のホームページをご覧ください。
 一般財団法人 小城市体育協会　☎７２・１２００
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