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『ぐりとぐら』のカステラを
つくろう！
今年のティーンズ講座は、絵本に出てくるお菓
子づくりに挑戦します。
『ぐりとぐら』のふんわり
黄色いカステラを一緒に作ってみませんか？
◆日時 10月１日（土）
10時～12時30分
◆場所 ドゥイング三日月 生活工房
◆対象者 小学５年生～高校生
◆定員 20人
◆参加費 無料
◆募集期間 ９月13日（火）～25日（日）
◆受付方法
図書館各カウンター・電話・メール
市民図書館 三日月館 ☎72・4946
tosyokan-mikatsuki@city.ogi.lg.jp

平成28年度
『小城市認知症予防講演会』
認知症は、誰でもなる可能性があるものです。
認知症になっても、自分らしく地域で暮らしてい
くためにはどうしたらいいのか？家族が認知症に
なったらどうしたらいいのか？一緒に考えてみま
せんか。
今回は、実際に認知症介護を経験された講師に
わかりやすく話していただきます。
多数のご参加をお待ちしています。
◆日時 10月29日（土）
９時30分～11時15分（受付９時～）
◆場所 桜楽館
◆テーマ 「認知症の介護って大変？」
◆講師

もり く

み

こ

森久美子さん
（認知症の人と家族の会佐賀県支部 代表）

◆入場料

無料

※事前申込をお願いします。

高齢障がい支援課 地域包括推進係
（西館１階） ☎３７・６１０８

お知らせ
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図書館 小城館は特別整理期間の
ため休館します
◆休館期間 ９月２７日（火）～10月６日（木）
特別整理期間には、蔵書点検や書架の整理など
を行います。そのため、期間中は、貸出・予約・
各種お問い合わせは受け付けできません。
小城館への返却は「返却ポスト」（正面玄関入口
の右手）に入れていただくか、三日月館または分
室へ返却してください。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
なお、三日月館・牛津分室・芦刈分室は通常ど
おり開館しています。
市民図書館

小城館

☎７１・１１３１

ゆるキャラグランプリ２０１６に
エントリー中！！
小城市公式キャラクターである ｢ようかん右衛
門｣ と ｢こい姫｣ がゆるキャラグランプリ2016に
エントリーしています。皆さんの応援をよろしく
お願いします。
◆投票方法
①entry@vote.yurugp.jpに空メールを送信
②返 信メールに記載されたURLにアクセスし、
パスワードを設定します
③登録が完了すると、登録完了画面に進みます
④登録完了後、１日１回投票できます
◆投票期限 １０月２４日（月） １８時まで
ゆるキャラグランプリ2016

検索

商工観光課（東館１階）
☎３７・６１２９

応援よろし
く
でござる

転勤 相続 住宅 土地
売り 購入

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
お気軽にお電話下さい。

0120 - 930 -18 7

有料広告

空き家管理
不動産売買

いろ
いろ

山東美 建
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表千家茶道クラブ

体験講座

勤労者への貸付制度のお知らせ

部屋での正しい歩き方、礼の仕方、道具の名前
や拝見の仕方、扱い方など、一緒に茶道の世界を
学びませんか。ぜひ、この機会に体験してください。
◆日時
10月８日（土）
9時30分～11時30分
◆場所 あしぱる
◆参加費
１人300円
（お茶・お菓子代）
※当日徴収します。
◆定員 制限なし ※年齢性別問わず
◆申込期限
10月３日（月）
芦刈公民館

☎37・6140

商工観光課（東館１館）

☎３７・６１２９

大規模な土地取引には届出が
必要です

翔謡会などが出演（９時３０分～）
・大抽選会（15時～）
※当日は小城駅前～小城下町交差点は８時～17時
の間、全面車両通行止めです。

一定面積以上の土地を売買などの取引をした場
合には、国土利用計画法により当該土地の所在す
る市町の長を通して佐賀県知事に届け出なければ
なりません。
その利用目的が、公表されている土地利用に関
する計画に適合しているかなどを審査し、場合に
よっては利用目的の変更を勧告することがありま
す。
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりする
と罰則が科せられることがあります。
◆届出対象面積 5,000㎡以上（市内全域）
◆届出義務者 買主
◆届出時期
契約締結後、契約日も含め２週間以内
◆届出先 当該土地の所在する市町
◆罰則
６か月以下の懲役または100万円以下の罰金

シャンシャン祭 祭典委員会
☎72・3625（青柳）、☎７３・３０２０（蒲原）

・佐賀県 土地対策課 ☎25・7034
・まちづくり推進課（東館１階） ☎３７・６１２１

第6６回
小城本町シャンシャン祭
◆日時

10月１６日（日）
９時～16時30分
◆内容・会場
《本町通り》
・御神輿 ５台 （10時～）
・道行き～総おどり～（１３時～）
・フリーマーケット
・ほたるカード会のサイコロゲーム（１３時〜）
《メイン会場・下町交差点》
・小城太鼓、多久孔子の里獅子舞、小城中吹奏楽部、
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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

34
ユートク

サカグチ
電器

牛津
公民館

207

ココ
牛津タクシー

牛津駅

N

至佐賀

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

至武雄

有料広告

お墓のことなら

増田石材店 で
15

勤労者のための貸付制度で、教育・出産・医療・
介護・冠婚葬祭などの生活資金に利用できます。
◆金利 年利2.0％以内（保証料別）
◆融資限度額 ３００万円以内
◆返済期間 10年以内
◆利用条件
・市内在住で、年収が１５０万円以上の人
・世帯の年間総収入額が８００万円以下の人
・保証機関の保証が得られる人
◆申込先
九州労働金庫小城多久支店 ☎７２・３１３１
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年代別男の主張
～女と男はちがうの？
さまざまな年代の男性によるトークセッション、
男性が本音で男女共同参画を語ります。皆さんの
ご参加をお待ちしています。
◆日時
１０月２９日（土）
１０時～１２時
◆場所 ひまわり
◆参加費 無料
◆内容
第１部 トークセッション
テーマ「年代別男の主張〜女と男はちがうの？」
第２部 会場との交流
テーマ「どうすればわかりあえるの？」
小城市男女共同参画ネットワーク
☎７２・６４０７（半田）
☎０９０・５０５６・３２０５（松並）

全国一斉！ 法務局休日相談所
「相続・遺言や抵当権抹消登記」「戸籍の届出や
国籍に関する相談」「いじめなどの人権相談」など
でお困りのことをご相談ください。
◆日時 10月２日（日） 10時～1５時
※事前に申し込みください。
◆相談料 無料
※当 日は各種申請の受付や証明書の発行などはで
きません。
◆開設場所 ほほえみ館 ４階
（佐賀市兵庫北三丁目８−３６）
〈講演会を同時開催〉
１０時〜１１時３０分
「未来につなぐ相続登記」 講師 唐津公証人
佐賀地方法務局 総務課
☎26・2149（当日 ☎０８０・２７３７・２４７２）

いろ
いろ
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かね

牛尾鉦浮立
秋晴れの空の下、伝統的な祭りである鉦浮立が
開催されます。ぜひ見学にお越しください。
◆日時 １０月１５日（土）
１１時～
◆場所 牛尾神社
牛尾鉦浮立実行委員会
☎090・５２９２・１７７５（岩村）

有明海へのごみなどの流出防止に
ご協力ください
10月、11月は海苔の採苗育苗期です。
そこで、農業用水路・クリークなどの水落とし
は海苔の採苗育苗期に集中しないよう計画的な分
散放流をお願いします。また、水落としの際には
ホテイアオイなどの水草が河川などに流出しない
ひ もん
ように適切な樋門操作をお願いします。
・佐賀県有明海漁協芦刈支所
・農林水産課（東館１階）

☎６６・１２２５
☎３７・６１２５

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 １０月２１日（金） １０時～１１時５０分
◆場所 アイル
◆内容 「心豊かに元気に生きよう～認知症予防」
講話および認知症予防の運動実技
◆講師

いまいずみきょう こ

今泉恭子さん（高齢障がい支援課）
た しろたか や

田代貴也さん
（シンコースポーツ
◆対象者 どなたでも
◆受講料 無料
小城市地域婦人会

健康運動指導士）

☎66・2626（古賀）

安全・安心

● 有効成分・効能が
新薬と同等
● 国から承認されたお薬

飲みやすい

● お薬を小型化
● 剤形の変更
● 苦みを少なく

新薬より安い
※右の図：高血圧症の代表的
な薬を１日１回､１年間
服用したと仮定

有料広告

ジェネリック医薬品でお薬代を節約！ ジェネリック希望シール配布中！
差額

6,570円

9,860円
新薬

3,290円
ジェネリック医薬品

平成28年8月末に、一定の条件を満たす加入者(被保険者)の方のご自宅へ｢ジェネリック医薬品軽減額通知｣を送付しています。
切替えを希望される場合は、医師または薬剤師へご相談ください。

お問合せ

全国健康保険協会(協会けんぽ)佐賀支部

佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル

小城市広報
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第46回佐賀県人権・同和教育
研究大会（分科会）
～確かな学びをもとに、人と人とがつながり合い、
豊かな社会をつくろう！～
◆日時 10月21日（金） ９時30分～16時
内容

場所

「行動につながる学びづくり」
鳥栖市民文化会館
「市民活動・企業活動交流」
「子ども支援・家庭支援」

基山町民会館

「子ども同士をつなぐ
仲間づくり」

みやき町
コミュニティー
センターこすもす館

「豊かな生き方に学ぶ
人権・部落問題学習」

みやき町農村環境
改善センター

◆参加費 1,500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
☎６２・６４３４

第３９回

佐賀少年刑務所構内の施設見学やコンピュー
ターによる性格検査、刑務所作業製品の展示・即
売などを行います。
◆日時 10月８日（土） ９時～16時
10月９日（日） ９時～15時
◆場所 佐賀少年刑務所（佐賀市新生町２番１号）
佐賀少年刑務所

◆日時

10月８日（土） 開場13時
開演14時～16時
◆場所 メートプラザ佐賀 多目的ホール
（佐賀市兵庫北三丁目８番40号）
◆内容 佐賀大学の医師による認知症の基礎知識、
認知症の診療についての講演会です。
◆申し込み 不要（ただし、先着400人）
◆入場料 無料
佐賀大学医学部附属病院
認知症疾患医療センター ☎34・3838

ママとパパに
なりたい方のセミナー
不妊治療専門の医師、臨床心理士の話や、体験
者の話を聞いてみませんか。不妊を正しく知って、
不安が軽減できるように応援します。
◆日時 １０月１５日（土） １４時〜１６時
◆場所 佐賀中部保健福祉事務所
別館２階会議室
◆対象者 不妊で悩んでいる人、ご家族（先着５０人）
佐賀県不妊専門相談センター
（佐賀中部保健福祉事務所内）
☎３０・２１８３ FAX ３３・４６２７

公益社団法人 佐賀県社会福祉士会
☎36・5833 FAX 36・6263

有料広告

学校法人牛津ルーテル学園

幼保連携型認定こども園

牛 津 ル ー テ ル こ ど も 園
ご案内

運動会

１０月８ 日（土）８：３０～ （幼児かけっこ１０時頃）

入園説明会・体験入園
お問い合わせ ＴＥＬ ６６－０３４７
17

☎２６・３７４０

県民公開講座
みんなで知ろう認知症

権利擁護セミナー
～成年後見制度について知ろう～
成年後見制度、権利擁護の必要性や役割、また
これからの市民後見人のあり方、社会福祉士が行
う成年後見制度についてわかりやすくセミナーを
行います。
◆日時 10月25日（火）、11月８日（火）
13時～16時 ※いずれかの日程
◆場所 佐賀県社会福祉士会館
（佐賀市八戸溝一丁目１５番３号）
◆定員 50人（先着順）
◆参加料 無料

さが矯正展

小城市広報
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１０ 月 21 日（金）10：0０ ～

ＨＰ http://park18.wakwak.com/~ushiduyoutien.hp/
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高齢者要望等実態調査に
ご協力ください
今後の介護保険や高齢者福祉を検討するため、
高齢者の実態調査を行います。調査は、対象者に
郵送で調査票を送付するか、または、調査員（担
当のケアマネなど）が質問し聞き取る形で行いま
す。安心して暮らせる地域づくりのために、皆さ
んのご協力をお願いします。
◆調 査目的 介護保険事業計画および高齢者福祉
計画を策定するための基礎データの集積
◆調査基準日 １０月１日
◆調査対象者 ６５歳以上の人（無作為に抽出）
◆調査方法
・介護保険サービスを受けていない人
…郵送
・介護保険サービスを受けている人
…調査員による面接
佐賀中部広域連合

総務課

☎２０・０８００

いろ
いろ
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健康アクション佐賀21
歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリーin鳥栖
◆日時

10月23日（日） ９時〜
※雨天時は弥生が丘小学校体育館
◆集合場所 東公園（時の門）
鳥栖市弥生が丘１丁目39
◆対象者 糖尿病の人、その他どなたでも
◆参加費 無料
◆コース
東公園～梅坂公園～田代公園～くすりの博物館
～東公園（歩行距離の目安７km）
◆申込期限
10月11日（火）
（申込書に記入の上、ウォークラリー事務局へ事
前にお申込みください）
※申 込書は市役所健康増進課または各保健福祉セ
ンターに置いています。
◆注意事項
①主治医に相談し、必ず許可を得てください。
②昼食は各自でご持参ください。
ウォークラリー事務局 ☎34・2546
（月～金の10時～12時、13時～15時）

無料調停相談会
◆日時
◆場所

１０月２９日（土） １０時～１５時
アバンセ ４階 第２研修室
佐賀市天神三丁目２−１１ ※予約不要
◆相談内容
借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、離婚、
養育費、相続、家庭内トラブル など
◆相談員
民事・家事調停委員
（弁護士である調停委員を含む）
佐賀調停協会（佐賀地方・家庭裁判所内）
☎３８・５６０４

ルールやマナーを守り
踏切事故をゼロにしましょう
・踏 切手前では、必ず立ち止まり、安全を確かめ
ましょう。
・警 報器が鳴っているときは、絶対に中に入って
はいけません。
・踏 切内で車が動けなくなった場合は非常ボタン
を押すか、発煙筒などを使って列車に知らせて
ください。
九州旅客鉄道株式会社

☎０９５２・２３・２９３９

あなたも
「里親」
になりませんか？
子どもは、親の深い愛情に包まれて家庭で心身
共に健やかに育つことが望まれています。
でも、親の病気や死亡、育児放棄や虐待などから、
家庭環境を失った子どもたちが増えています。
そんな子どもたちを家族に受け入れてくれる「も
う一つの家庭」それが里親です。
～いろいろな里親を求めています～
◆養子縁組を前提とした里親
◆乳幼児期から長期で養育する里親
◆子 どもが学校を転校しなくてもいいように同じ
校区の子どもを養育する里親
◆一時的に短期で養育する里親
◆中高校生を養育する里親
◆障害を持った子どもを養育する里親
里親になりたいけど、不安がある･･･
まずは、お電話ください。お待ちしています。
佐賀県中央児童相談所（佐賀県総合福祉センター）
里親係 ☎26・1212
佐賀県庁ホームページ

小城市広報
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精神保健「家族講座」のご案内
うつ病で治療中の人の家族を対象に「家族講座」
を開催します。
◆場所 佐賀中部保健福祉事務所
◆時間 １３時３０分～１５時
（受付１３時１５分～）
日時

内容

１０月18日（火） うつ病について

講師
精神科医師

11月 １ 日（火）

家族対応の仕方に
臨床心理士
ついて

11月15日（火）

当事者からの
メッセージ

うつ病友の会

・各講座後には参加者の交流会も予定しています。
・参 加希望者は、開催日４日前までにお申し込み
ください。
・１回のみの参加も可能です。
佐賀中部保健福祉事務所

☎３０・１６９１

煙体験ハウス一式を
整備しました
一般財団法人自治総合センター
の「コミュニティ助成事業」とし
て、宝くじの助成金で煙体験ハウ
ス一式を整備しました。
この事業は、地域防災組織の育
成および防火への意識を高めるた
めに必要となる資機材などを整備するものです。
◆購入内容
①煙体験ハウス ２棟  ②煙発生装置 １台

佐賀広域消防局 予防課
☎３３・６７６５ FAX ３１・２１１９
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情報

INFORMATION

平成29年度
学生募集

職業訓練受講生募集
平成２８年１２月生を募集します。
募集科名

定員

機械・ＣＡＤ技術科
板金・溶接施工科

４科で
１５人

電気設備施工科
建築ＣＡＤ科

◆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
◆受講料 無料
◆応募期間 ９月２６日（月）～１０月２６日（水）
◆選考日 １１月９日（水） ※面接のみ
◆訓練期間 ７か月（１２月２日～６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

サガン鳥栖 ★ 情報！

☎26・9516

vol.1６

いろ
いろ

お知らせ
募集情報
開催案内

佐賀県農業大学校

◆試験日
・推薦 11月４日（金）
・一般一次
平成29年２月 ３ 日（金）
・一般二次
平成29年３月14日（火）
◆願書受付期間
・推薦 10月11日（火）～26日（水）
・一般一次
平成29年１月４日（水）～18日（水）
・一般二次
平成29年２月16日（木）～３月８日（水）
◆試験場所 佐賀県農業大学校
◆定員 本科（２年制）５０人
専科（１年制）若干名
◆応募資格
既高卒者または平成29年３月高卒見込の人
佐賀県農業大学校

☎45・2144

小城市はサガン鳥栖と交流宣言を締結しています。

満員のスタジアム・最高の雰囲気の中、全員サッカーで首位撃破！
７月２日（土）の2ndステージ開幕戦をアディショナルタイムのゴー
ルで逆転勝利を飾ると、開幕から６戦負けなしと好発進をみせます。
８月13日（土）第８節の川崎フロンターレ戦は、来場者にコラボユ
ニフォームをプレゼントする「鷹の祭典コラボスペシャルマッチ」を
開催！チャンピオンブルーに染まった満員のスタジアムで熱い声援を
受けて、首位の川崎に挑んだ一戦は、強敵相手に互角以上の戦いを見
キム ミ

ヌ

せて前半をスコアレスで折り返します。後半開始直後に金民友選手の
左足で先制点を奪い、最高の雰囲気をつくってくれたファン・サポー
ターの皆さんにゴールで応えます。リードした後も、攻守でハードワー
クを続け、全員で集中して守り、相手にチャンスを与えず１対０で勝
利を掴みました。続く磐田戦に引き分けたものの、第９節の折り返し
時点で2ndステージ３位と上位につけます。タイトル獲得を目指し挑
戦を続けるサガン鳥栖を満員のスタジアムで応援してください！
皆さん、スタジアムで選手と一緒に戦いましょう！
試合会場：ベストアメニティスタジアム

10月

ホームゲーム

試合

開催日

キックオフ

明治安田生命Ｊ１リーグ２nd

第14節

10月 １ 日（土） 18時30分

明治安田生命Ｊ１リーグ２nd

第16節

10月29日（土）

14時

対戦相手
ベガルタ仙台
横浜Ｆ・マリノス

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
小城市広報
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