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転勤で急に家を空けることになったり、相続で取得した建物の

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
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消防団夏季訓練を行います！

　当日は夏季訓練の観覧用テントを設置しますの
で、お誘い合わせの上、ぜひご観覧ください。
◆日時　８月21日（日）　６時30分～（小雨決行）
◆場所　芦刈小・中学校グラウンド

 防災対策課（西館２階）
　　☎３７・６１１９

小城館　夏のおはなしかい

　パネルシアターや劇など、楽しいことがいっぱ
いつまった夏のおはなしかいです。ぜひ、遊びに
きてください！
◆日時　８月６日（土）
　　　　14時30分～（１時間程度）
◆場所　桜城館　２階研修室
◆内容　大型絵本、パネルシアター、劇、
　　　　工作など

 市民図書館　小城館　☎７１・１１３１

牛津分室
夏の大きなおはなし会

　大きな絵本やパネルシアターなど盛りだくさん
の夏の大きなおはなしかいです。楽しい工作もし
ます！ぜひ遊びにきてください！
◆日時　８月18日（木）�（１時間程度）
　　　　開場�10時50分／開演�11時
◆場所　牛津公民館　２階　２－２研修室
◆内容　大型絵本、パネルシアター、工作など
※８月21日（日）のおはなしかいはありません。

 市民図書館　牛津分室　☎３７・６１４４

小城のお宝　絵画・調べ学習
コンクール

　小城市の文化や施設、歴史や人物などを調べて
応募してみませんか？
◆募集期間　８月２日（火）～９月７日（水）
◆対象者　小学１年生～６年生
◆表彰式　９月17日（土）
◆展示場所　桜城館２階
◆展示期間
　９月16日（金）～10月12日（水）

 市民図書館　小城館　☎７１・１１３１

知覧特攻平和会館　パネル展

　市の友好姉妹都市である鹿児島県南九州市の知
覧特攻平和会館と連携して、「特攻隊員の写真遺書
パネル展」を開催します。
　知覧特攻平和会館が所蔵する資料の中から、特
攻隊員たちが書き残した遺書や手紙などをパネル
で紹介します。ぜひ、お立ち寄りください。
◆日時　８月２日（火）～９日（火）
　　　　８時30分～22時
◆場所　ゆめぷらっと小城　１階　ギャラリー

 企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１５

平和祈念の黙祷に
ご協力ください

　原爆死没者の冥福と恒久平和の実現を祈念する
ため、サイレンの吹鳴（30秒間）を行います。
　皆さんのご理解と職場やご家庭での黙祷につい
て、ご協力をお願いします。
◆実施日時

【原爆犠牲者への追悼】
・８月６日（土）　 ８時15分
・８月９日（火）　11時02分

【戦没者への追悼】
　・８月15日（月）　12時

 社会福祉課（西館１階）　☎３７・６１0７
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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

芦刈音頭　体験講座

　芦刈の文化の一つである「芦刈音頭」を一緒に
楽しく踊っていただける人を募集します。子ども
から大人までどなたでもご参加ください。
　”地域力”の源にしましょう！！
◆日時　８月１日（月）
　　　　９時30分～11時30分
◆場所　あしぱる
◆参加費　無料

 芦刈公民館　☎３７・６１４0

第52回牛津町子どもクラブ
夏期作品展を開催

　夏休みに制作した牛津町内の子どもたちの作品
の数々を展示します。ぜひ、ご来場ください。
◆日時
・８月21日（日）～23日（火）
　10時～18時（展示）
・８月24日（水）
　10時～15時（展示）
　しおり作りなどの体験コーナーもあります。
◆場所　牛津公民館
◆入場料　無料

 パレットクラブ牛津（牛津公民館内）
　　☎３７・６１４３ 協働のまちづくり講座

ホームページを作成しよう!!
　市民活動団体のホームページを作成し、情報発
信のツールとして活動を広げていきませんか！
◆日時　　第１回目　８月５日（金）
　　　　　第２回目　９月２日（金）
　　　　　各回　19時～21時30分
◆場所　ゆめぷらっと小城　会議室５
◆対象者　・市内の市民活動団体に所属する人
　　　　　・市民活動に興味のある人
◆講師　浴

えき
本
もと
信
のぶ
子
こ
さん

　株式会社　エヌビーコム
　（パソコンスクール・パソコン資格受験センター)
◆参加費　無料
◆持ってくるもの
　・パソコン（持参できない場合は要相談）
　・Ｗebメールアドレス
　・団体の概要資料
◆定員　10人（応募多数の場合抽選）
◆申込期限　７月29日（金）

 小城市市民活動センター
　　　（ゆめぷらっと小城２階）
　　　☎３７・88６１　FAX ３７・88６２
　　　  ogi-collabo@aurora.ocn.ne.jp

アイデアレシピを募集します

　毎年開催している牛津子どもクラブ夏期作品展
の中で「第2回小城市創作フードフェスタIN牛津」
を行います。市内の子どもたちの創造力豊かなア
イデアレシピをお待ちしています。
◆対象者
　市内在住の幼・保・小・中・高生
◆内容
　お手軽レシピ
　小城市農産・特産物（なすび、きゅうりなど）
を使った親子で作れる簡単なレシピであること。
◆募集期限　８月14日（日）　17時
◆ 提出先
　牛津赤れんが館・牛津会館へ持参またはファッ
クスで提出してください。
※�応募用紙はアイル、ゆめりあおよび赤れんが館
に置いています。また、つなぎレンガ座のホー
ムページからダウンロードできます。

 特定非営利活動法人 つなぎレンガ座
　　　☎・FAX ３７・７２５３
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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

牛津駅
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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
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ジェネリック医薬品に関する
お知らせ

　現在服用されている薬をジェネリック医薬品（後
発医薬品）に切り替えられた場合に、薬代の自己
負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通
知はがき「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」
を７月29日に発送します。
◆通知の対象
　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック
医薬品に切り替えられた場合に、1か月あたりの自
己負担額の軽減が一定額以上見込まれる人。
※�必ずしも全員に届くわけではありません。

 佐賀県後期高齢者医療広域連合
　　☎６４・8４７６

じんけん啓発ポスター作品募集

◆題材　人権をテーマとしたもの
◆対象者　市内在住の中学生
◆用紙　４つ切り画用紙（縦横自由）�
◆画材　水彩絵具、クレヨン、パステルなど
◆募集期限　９月９日（金）
◆提出先
　・通学している市内の中学校
　・市外の学校に通学している人は各公民館
　応募者には参加賞があります。入賞者は、12月
の人権週間に合わせた「じんけんふれあい講演会」
で表彰式を行います。たくさんの応募をお待ちし
ています。

 小城市社会人権･同和教育推進協議会
　（人権･同和対策室内）　☎３７・６１３６

司法書士の無料法律相談会

　８月３日「司法書士の
日」にちなんで、無料法
律相談を行います。お困
りのことはありませんか。
◆日時
　８月３日（水）
　10時～17時
◆場所
　県内各司法書士事務所（要予約）
◆ 内容
　登記、相続、遺言、会社設立、成年後見、クレジッ
ト、サラ金に関すること、簡易裁判所訴訟代理、そ
の他司法書士が行う業務に関する内容。
※�月・木曜日の18時～20時は、電話による無料相
談を行っています。
　無料電話相談　☎29・0635

 佐賀県司法書士会　☎２９・0６２６

介護予防教室

　身体・認知機能や、口腔・栄養の総合的な健康
づくりのための教室です。みんなで楽しく介護予
防をしませんか。

【ヤングシニアコース】
◆期間　�９月15日（木）～平成29年２月16日（木）

までの計12回開催予定
◆場所　桜楽館
◆対象者　65歳～74歳（男女不問）
◆定員　30人
◆申込期限　８月25日（木）

【アクティブシニアコース】
◆期間　10月５日（水）～12月21日（水）まで
　　　　の計12回開催予定
◆場所　桜楽館
◆対象者　75歳以上（男女不問）
◆定員　30人
◆申込期限　９月21日（水）

 小城市社会福祉協議会　牛津支所
　　☎５１・５３２４（北村・永渕）
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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　８月27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、団体ともに受け付けます。
　・�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　☎７２・５２１１
　（代表　東島）

平成28年度　下水道排水設備工事
責任技術者資格試験

◆試験日　10月５日（水）
◆会場　佐賀市文化会館　３階　大会議室
◆受験料　5,000円
◆申込書配布･受付期間
　８月１日（月）～19日（金）
◆申込書配布場所　市下水道課　☎37・6122
◆申込方法　佐賀県下水道協会へ直接郵送ください。
※�試験科目・受験申込手続・手数料などについては、
受験案内をご覧ください。

【試験前講習会】
◆講習日　９月27日（火）
◆会場　佐賀市文化会館　３階　大会議室
◆受講料　3,000円
◆テキスト代　2,500円
　（受験案内を確認のうえ、受講者でご購入ください）

 佐賀県下水道協会　☎３３・１３３0

平成28年度　佐賀中部広域連合
消防職員募集

◆募集人員　11人程度
◆受験資格
消防Ａ（大卒程度）：昭和６３年４月２日〜平成７年
４月１日までに生まれた人。
消防Ｂ（高卒程度）※大卒者と大卒見込者を除く：
　① 平成４年４月２日〜平成１１年４月１日までに

生まれた人。
　② 昭和６３年４月２日〜平成９年４月１日までに

生まれた人で、救急救命士の免許を有する人。
◆受付期間　７月25日（月）～８月15日（月）
　　　　　　（土・日は除く）
◆第１次試験　９月18日（日）
◆応募方法　「採用試験申込票」で申し込んでく
ださい。「申込票・試験案内」は、佐賀広域消防局
の総務課、各消防署（分署と出張所を含む）に置
いています。郵送を希望する人は、封筒の表に「採
用試験申込票請求」と朱書きし、必ず140円切手
を貼った宛先明記の返信用封筒（定形外角形２号：
A4サイズが入る大きさ）を同封してください。

 〒8４９−0９１９
　　　佐賀市兵庫北三丁目５番１号
　　　佐賀広域消防局　総務課　☎３0・0１１１

第４6回佐賀県人権・同和教育
研究大会（全体会）

◆大会テーマ
〜 確かな学びをもとに、人と人が
 つながり合い、豊かな社会をつくろう！ 〜
◆日時　８月８日（月）　14時～16時30分
◆場所　佐賀市文化会館　大ホール
◆内容
　①開会行事
　②記念講演
　「同和教育を土台とした人権の在り方」（仮題）
　　講師　池

いけ
田
だ
賢
けん
市
いち
さん（中央大学教授）

◆参加費　800円（資料代を含む）
　詳細は佐賀県人権・同和教育研究協議会のホーム
ページをご覧ください。

 佐賀県人権・同和教育研究協議会事務局
　　☎６２・６４３４
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難病相談のお知らせ

　疾患や治療方法、日常生活のことについて専門
医が相談に応じます。相談内容が外部に知れるこ
とはありません。お気軽にご相談ください。

相談内容 相談日

神経系難病
（脊髄小脳変性症、
多系統委縮症など）

８月23日（火）

パーキンソン病
関連疾患

（神経難病も含む）
９月１日（木）

膠
こう
原
げん
系
けい
難病

（全身性エリテマトーデス、
強皮症など）

９月27日（火）

脊椎疾患

（後
こう
縦
じゅう
靭
じん
帯
たい
骨
こつ
化
か
症
しょう
など）

11月８日（火）

◆時間　14時～15時30分（１人20分程度）
◆場所　佐賀中部保健福祉事務所
　　　　（佐賀市八丁畷町１－20）
◆相談料　無料　※事前予約が必要です。

 佐賀中部保健福祉事務所　健康推進課
　　　☎３0・１６７３

平成28年度　天山地区共同衛生
処理場組合職員採用試験

◆試験区分・採用予定　一般事務　１人
◆業務内容　し尿処理施設業務全般
◆受験資格
　平成３年４月２日から平成11年４月１日までに
生まれた人で、次の要件を満たす人。（学歴は問い
ません）
　①�現（公告日）に佐賀市、小城市、多久市に居住し、
住民登録をしている人。

　②�過去（公告前）に佐賀市、小城市、多久市内
に居住し、住民登録をしたことのある人。

　③�佐賀市、小城市、多久市内に居住している人
（①に準ずる）を扶養している者で、佐賀市、
小城市、多久市外に居住している人。

　④�佐賀市、小城市、多久市内に居住している人
（①に準ずる）の扶養または仕送りを受け、佐
賀市、小城市、多久市外に居住している人。

◆第一次試験
　９月18日（日）　10時～
◆場所　佐賀工業高等学校（佐賀市）
　ア　教養試験　イ　適性試験
◆第二次試験
　第一次試験合格者に後日通知します。
◆申込方法
　申込書および試験案内は、天山地区共同衛生処
理場組合で交付します。申込書は天山地区共同衛
生処理場組合に郵送または持参してください。
◆受付期間　８月１日（月）～19日（金）
　土日を除く８時30分から～17時15分まで。
※当日消印有効

 天山地区共同衛生処理場組合事務局
　　☎６６・0４６４

しょうりゅうのつどい

　子どもの頃、虐待を受けたことでさまざまな問
題を抱える女性のためのつどいです。みんなで語
り合い、傷ついた心を支え合いませんか。
◆日時　毎月第２土曜日　17時～18時
◆場所　佐賀商工ビル７階
　　　　（佐賀市白山２丁目１-12）

 しょうりゅうのつどい事務局
　　☎080・３２２１・６５0６（龍）

江里山蕎
そ

麦
ば

の会　会員募集

　あなたも蕎麦づくりを体験しませんか。
　江里山の棚田で、７月下旬の草刈りからスター
トし、蕎麦蒔き、刈り取り、脱穀など月１回ほど
の作業をした後、年末または新年に新蕎麦を手打
ちで試食します。江里山を守ってこられた集落の
方々に感謝し、月１回の作業参加が原則です。
※�まちづくりが目的のため、プロやプロ志望の方
の参加はお断りします。

◆年会費　2,500円（臨時徴収の可能性あり）
◆募集人数　25人

 江里山蕎麦の会　☎６６・08２６（田中）
　　　  masa-tanaka@mx７.tiki.ne.jp
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職業訓練受講生を募集します

　平成28年10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　７月27日（水）～８月31日（水）
◆筆記試験・面接日　９月７日（水）
◆訓練期間　６か月
　　　　　 （10月４日～平成29年３月29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

 ☎７２・７４２３

外国人と共に暮らす
佐賀県づくり講座

　県民のみなさんと協働して多文化共生の地域づ
くりを推進していくため、講座を開催します。
◆開講期間
　７月31日（日）～平成29年１月
◆場所　佐賀商工ビル７階　大会議室
◆コース
　A：地域日本語教育コーディネーター養成講座
　　（定員30人）
　B：コミュニケーションボランティア養成講座
　　①日本語交流活動コース（定員20人）
　　②多言語交流活動コース（定員30人）
　　③相談通訳活動コース　（定員15人）
　C：技能実習生受入企業向け講座
　　（定員15人）
※�コースによって開講日が異なります。詳細はお
問い合わせください。
 佐賀県地域交流部　国際課

　　☎２５・７00４　FAX ２５・７08４
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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。

TOWN TOPICSまちの話題 情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

vol.1５

「らしさ」を取り戻したサガン鳥栖をホームで応援しよう！

　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。

　豊
とよ
田
だ
陽
よう
平
へい
選手のゴール、堅実な守備を見せて６月11日（土）ア

ウェイの名古屋グランパス戦を、１対０の勝利で飾ったサガン鳥栖。
　勢いそのままに、１stステージのホーム最終戦となる６月18日
（土）ガンバ大阪戦を迎えました。先制点を奪われる展開となりま
したが、ファン・サポーターの皆さんの大声援の後押しを受けて、
後半６分に富

とみ
山
やま
貴
たか
光
みつ
選手のグラウンダーのクロスに鎌

かま
田
だ
大
だい
地
ち
選手

が右足で合わせて今季初ゴールを決めると、直後の後半7分にまた
も鎌田大地選手がゴールを奪い、僅か2分間での逆転劇にスタジア
ムの盛り上がりは最高潮に！そのままリードを守り切り２対１で
試合終了。開幕戦以来、ホームでの勝利に歓喜に包まれたベアスタ。
　２ndステージ、「らしさ」を取り戻したサガン鳥栖をホームで応
援しよう！８月13日（土）川崎フロンターレ戦では、来場者にコ
ラボユニフォーム（青色）をプレゼントする「鷹の祭典2016」が
開催！スタジアムを青に染め、選手と共に戦おう！（６月28日著）

８月
ホームゲーム

試合 開催日 キックオフ 対戦相手
明治安田生命Ｊ１リーグ２nd　第８節 ８月13日（土） 1９時 川崎フロンターレ

明治安田生命Ｊ１リーグ２nd　第1０節 ８月27日（土） 未定 アルビレックス新潟

試合会場：ベストアメニティスタジアム

ひとり親のためのパソコン研修

　県内に住むひとり親を対象に、就労に役立つパ
ソコン研修を開催します。
◆対象　県内在住のひとり親家庭（母子家庭・
　　　　父子家庭）の親
◆期間　９月10日～11月19日
　　　　（隔週土曜日、全６回）
◆場所
　ひとり親ICT就業支援センター内研修室
　（佐賀市白山２丁目５番19号）
◆募集人員　20人
◆受講料　無料
◆申込方法
　ホームページから申込用紙をダウンロードし、
郵送またはファックスで申し込みください。
◆申込期限　８月15日（月）

 特定非営利活動法人
　　　ひとり親ICT就業支援センター
　　　☎２６・３９00　FAX ２６・３９１９

2016佐賀熱気球世界選手権
ボランティアスタッフ募集

　今年は佐賀で19年ぶり３回目となる熱気球競技
の世界大会が開催されます！
　世界最高峰の大会を一緒に創り上げませんか！
◆大会期間　10月28日（金）～11月６日（日）
◆募集内容
　①競技ドライバー　②競技クルー
　③ファンタジアドライバー
　④ファンタジアクルー
　⑤迷子センター　⑥運営補助
◆募集期限　８月10日（水）
◆応募方法
　佐賀市ホームページから応募用紙（申込書・誓
約書）をダウンロードし、郵送、メールまたはファッ
クスで申し込みください。

 ２0１６佐賀熱気球世界選手権実行委員会
　　　☎４0・７１３１　FAX ４0・７１３２
　　　  balloon@city.saga.lg.jp
　　　 佐賀市　熱気球世界選手権ボランティア募集 検索
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