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【点検チェックリスト】※点検内容の一例です。 床下から屋根上まで
屋内、屋外お任せ下さい !!

お問合せ・ご相談だけでもお気軽にどうぞ！

お住まい見守りサービス！住まいのちょっとした傷や自然災害などを未然に防ぐため
に私達が責任をもってメンテナンスいたします。

□屋根 ( 割れ・ズレ )

□壁・樋 (詰まり・割れ)

□設備 ( 漏水・メーター確認 )

□外構等 ( ズレ・腐れ )
充実のサービスが
月々 1,000 円～

創業
40年

の
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績
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牛津分室
クリスマスおはなしかい

　大きな絵本やパネルシアターなど盛りだくさん
のクリスマスおはなしかいです。楽しい工作もし
ます！ぜひ遊びにきてください♪プレゼントもあ
りますよ！
◆日時　12月18日（日）��（1時間程度）
　　　　10時50分開場　11時開演
◆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

 市民図書館　牛津分室　☎37・61４４

雑誌付録プレゼントの
お知らせ

　市民図書館で購入している雑誌の付録を抽選で
プレゼントします。
◆応募期間
   （小城館・三日月館・牛津分室・芦刈分室）
　12月６日（火）～28日（水）
◆応募方法
　図書館内に設置している応募箱に、欲しいプレゼ
ントの番号を書いて応募してください。
◆ 対象者
　市民図書館のカード登録をされている人。
◆当選発表
　平成29年1月５日（木）

 市民図書館
　　・小 城 館　☎71・1131
　　・三日月館　☎7２・４９４6
　　・牛津分室　☎37・61４４
　　・芦刈分室　☎37・61４1

ヤマネコ毛布　原画展を開催

　2007年に出版された絵本『ヤマ
ネコ毛布』が、2015年に復刊され
ました。それを記念した「ヤマネコ
原画の旅」と銘打つ絵本原画の巡回
展が小城市にもやってきます！
◆日時　12月2日（金）～14日（水）
　　　　（休館日12月５日（月）、12日（月））
　　　　10時～17時
◆場所　桜城館　2階　展示ホール

 市民図書館　小城館　☎71・1131

中国の子どもたちによる
絵画・書道作品展を開催

　中国浙
せっ
江
こう
省
しょう
海
かい
鹽
えん
県
けん
の子ど

もたちと市内の子どもたち
の交流事業の一つとして、
絵画・書道などの作品を送
り合う交流を行いました。
　海鹽県からは、約40点の
作品を送っていただきまし
たので、「絵画・書道作品展」
を開催します。
◆日時
　12月13日（火）～20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

芦刈郷土芸能祭

　「芦刈音頭保存会」の設立8周年記念展示会を開
催します。これまでの歩みをDVDや懐かしい写真
などで振り返ります。皆さん気軽にお越しください。
◆日時　12月2日（金）　9時30分～11時30分
◆場所　あしぱる
◆参加費　無料
※体験コーナーもあります。

 芦刈公民館　☎37・61４0
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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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ココ

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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料
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小城市高度　　
芸術鑑賞事業　北

きた

原
はら

香
か

菜
な

子
こ

薩摩琵琶演奏会
　赤れんが館で、琵琶の音色が幻想的
に響きわたります。
◆日時　12月4日（日）
　　　　13時30分開場　14時開演
◆場所　牛津赤れんが館（牛津町牛津586）
◆入場料　500円

 ・牛津赤れんが館　☎66・0２２1
　　・牛津赤れんが会　☎080・４6９４・3158

平成2９年度 償却資産の
申告をお願いします

　平成29年1月1日現在、事業経営（製造業、建
設業、サービス業、農業などの事業）や、アパー
トなどの貸付を行い、その事業のために使用して
いる償却資産（機械、工具、器具、備品、構築物
など）を所有している個人や法人は、償却資産の
申告をしなければなりません。また、事業用の太
陽光発電設備、個人住宅用で全量売電されている
太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税
の課税の対象となります。12月中旬に申告書を発
送しますので、申告をお願いします。
　無申告または、虚偽の申告をされた場合は国税
資料などに基づき推計課税を行う場合があります。
　申告書が届いていない人、新たに申告の必要が
ある人、また平成28年1月1日以前から償却資産
を所有していて申告をしていない人は、至急ご連
絡ください。
◆提出期限
　平成29年1月31日（火）
◆提出先
・持参の場合　税務課、各出張所市民課窓口
・郵送の場合　〒845－8511（市役所専用番号）
　　　　　　　小城市役所　税務課　資産税係

 税務課（西館１階）　☎37・6103

小城市高度　　
芸術鑑賞事業　原

はら

佳
よし

大
ゆき

ピアノリサイタル
～モーツァルト生誕260年によせて～

◆日時　12月18日（日）
　　　　13時開場　13時30分開演
◆場所　日本福音ルーテル小城教会
　　　　（小城町170－2）
◆入場料　一般1,000円　高校生以下500円
　（当日券一般1,500円　高校生以下1,000円）

 The Little Salon13４1　☎0９0・86２6・13９5
　　☎・FAX　7２・51２7

平成2９年度の『介護予防教室』
参加者を募集します

◆ 対象者　要支援、要介護認定を受けていない65
歳以上の人で運動機能・認知機能低下予防のた
めの教室参加が必要と考えられる人。

◆内容
　①『元気アップ教室』
　　�重りなどを使って筋力をアップする運動教室
です。

　・平成29年５月～12月　週1回（６か月／24回）
　②『脳いきいき教室』
　　認知症を予防するための教室です。
　・平成29年５月～10月　週1回（６か月／12回）
☆おためし！元気アップ教室☆
　平成29年度『元気アップ教室』の一部を前もっ
て体験できます。
　・平成29年2月～３月　３回実施
◆参加費　1回300円
　　　　　※送迎希望者100円／1回
※�参加を希望される人は基本チェックリストを実
施します。各教室に定員（先着順）があります。
※日程・会場など、詳細はお問い合わせください。
※�基本チェックリストの内容が分からないという
人もお問い合わせください。
 高齢障がい支援課（西館１階）　☎37・6108
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日本フィル弦楽四重奏団
演奏会 in 小城を開催

　日本を代表するオーケストラの一つである日本
フィル交響楽団。そのメンバーによる調和のとれ
た室内楽の美しい調べと小城少年少女合唱団の素
敵なハーモニーをお楽しみください。
◆日時　11月30日（水）
　　　　18時開場　18時30分開演
◆場所　ゆめぷらっと小城　2階　天山ホール
◆入場料　1,000円（全席自由）

 ゆめぷらっと小城　☎37・6601

親子で作る
クリスマス料理とクッキーづくり

　料理を通して親子の絆を深めましょう！参加を
お待ちしています。
◆日時　12月4日（日）　10時～14時
◆場所
　アイル　調理実習室
◆対象者
　ひとり親家庭の親子
◆申込期限
　11月30日（水）
◆持参品　エプロン・三角巾
　　　　（代用できる大きさのハンカチでも可）
◆参加費　無料
※必ず保護者と一緒にご参加ください。

 小城市母子寡婦福祉会
　　　☎0９0・5４78・7４２９（岡本）

第40回黄美展＆アートプロジェクト
《つくるとつなぐ》

　小城高校美術部卒業生などの作品展と、楽しい
ものづくり体験イベントやミニ・シンポジューム
を開催します！ぜひお越しください。
◆日時　11月23日（水・祝）～27日（日）
◆ イベント内容
　印鑑づくり、ラミネートしおり、災害時の食事
作り、PCでもよう作り、皮ひも工芸、長崎トンボ
玉作り、ビーズアクセサリー作り　など
※�それぞれの体験イベントの開催日時はお問い合
わせください。
※�作品展の展示時間は、期間中の8時30分～22時
です。（最終日は17時まで）

◆場所　ゆめぷらっと小城
◆参加費　無料
※ただし、一部の体験イベントは材料費が必要です。

 黄美会事務局　☎0９0・２715・5357（岸川）

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　12月10日（土）
　　　　9時～12時
◆集合　ゆめぷらっと小城
　　　　※雨天時は中止します。（小雨決行）
◆ 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
◆参加料　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
　12月７日（水）
※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
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LGBTってなに？
～性的少数者の人権を考える～

　皆さんの参加をお待ちしています！�
◆日時　12月10日（土）　10時～12時
◆場所　ドゥイング三日月　視聴覚室
◆講師　吉

よし
岡
おか
剛
たけ
彦
ひこ
さん　（佐賀大学教育学部准教授）

◆対象者　どなたでも
 小城市男女共同参画ネットワーク

　　☎66・４２65（大坪）
　　☎7２・8４78（香月）

文化講演会を開催します！

　秋のひととき、川柳の魅力を探りませんか。
　多くの皆さんのご来場をお待ちしています。
◆日時　12月9日（金）　13時30分～
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆講師　菖

しょう
蒲
ぶ
正
まさ
明
あき
さん（佐賀番傘川柳会顧問）

◆対象者　どなたでも
◆入場料　無料

 小城市文化連盟事務局（生涯学習課内）
　　☎37・613２

幸せのクリスマスの灯
ひ

　太陽から採火した1本の幸せの種火からみんな
で5,000本のキャンドルに灯していきます。
◆日時　12月22日（木）、23日（金・祝）
　　　　18時～20時
◆場所　小城ルーテルこども園と周辺通り
◆ ２3日のイベント内容（17時〜）　イヴ礼拝、讃
美歌、聖歌隊によるクリスマスソング、卒園生
による生誕劇、キャンドルの点灯式　など
 幸せのクリスマスの灯実行委員会

　（小城ルーテルこども園）　☎7２・3２２1

パソコン　持ち寄りで
憩いのつどい

　ワードを使ってカレンダーを作ってみよう。
◆日時
　12月６日（火）、20日（火）
　13時～15時
◆場所
　牛津会館　1号室
　（牛津町牛津586番地1）
◆資料代　各回500円
　パソコンは各自持参でお願いします。
◆定員　各10人（先着順）　※事前申し込み

 特定非営利活動法人　つなぎレンガ座
　　☎37・7２53

牛津赤れんが館
クリスマスライブ

　心地よい空間と素敵な音楽でクリスマスを楽し
みましょう！
◆日時
　12月25日（日）
　開場16時　開始16時30分
◆場所
　牛津赤れんが館（牛津町牛津586）
◆入場料
　前売一般　1,500円　中高生　500円
※当日はそれぞれ500円高（小学生以下無料）
◆ 出演者
　赤れんが歌おう会、イズミックスぷらす、
　月（Runa）、Matilda（マチルダ）、SWING、
　德丸英器
＜同時開催＞
　第2回小城市創作フードフェスタ　アイディアレ
シピコンテストの表彰式および試食会を行います。

 特定非営利活動法人　つなぎレンガ座
　　　☎37・7２53
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放送大学４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、幅広い世代が学んでいます。
　興味のある人には詳しい資料を送付しますので、
気軽にお問い合わせください。
◆出願期間
　12月1日～平成29年３月20日
　（インターネットでの出願も受け付けています）

 〒8４0-0815　佐賀市天神３−２−11
　　　放送大学佐賀学習センター　☎２２・3308
　　　放送大学ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

相続登記を行いましょう

　相続登記をせずに放置していると、別の相続が
発生し、相続人が多くなり、手続きが困難となっ
て費用もかさみます。また、遺産分割の協議が困
難となる可能性があります。
　さらに、土地や建物を売りたい、土地や建物を
担保にお金を借りたいと思った時に、すぐに取引
ができません。
　相続登記を行って、「所有者不明土地問題」や「空
家問題」を解消しましょう。

 ・佐賀県司法書士会　☎２９・06２6
　　・佐賀県土地家屋調査士会　☎２４・6356

パブリックコメントを
募集します

　マイナンバー制度の導入により、佐賀県後期高
齢者医療広域連合では平成27年７月に特定個人情
報保護評価書（全項目評価書）を公表しました。
今回は、平成29年７月1日からの地方公共団体で
の情報連携に向け、見直しを行った評価書（案）
について、皆さんからの意見を募集します。
◆募集期間
　12月22日（木）～平成29年1月20日（金）
◆資料の閲覧場所
　・�佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームペー
ジおよび事務局の窓口

　・小城市役所　国保年金課（西館1階）
 佐賀県後期高齢者医療広域連合　総務課

　　☎6４・8４76

気功教室の参加者を募集します

　健康増進・維持のため皆さん気軽に参加してみ
ませんか！
　みんなで無理なくゆっくりと気功を楽しんでい
ます。
◆日時　毎週火曜日
　　　　10時30分～11時30分
◆場所　ひまわり
　詳細はお問い合わせください。

 ひまわり気功教室　☎66・２377（釘本）

「高田保馬博士顕彰記念」
書道・文学作品募集

　三日月町が生んだ著名な経済・社会学者で、歌
人の高田保馬博士を顕彰して、「書道部門」と「文
学作品部門」の作品を募集します。
　年齢別のテーマや、字数制限、申込方法など詳
細は、三日月幼稚園とドゥイング三日月に置いて
いる募集要項をご確認ください。
◆応募期間
　平成29年1月11日（水）～13日（金）
・持参の場合
　ドゥイング三日月　中研修室　15時～17時
・郵送の場合　1月13日（金）消印有効
※�入賞者は2月５日（日）開催の「高田保馬博士を
たたえる会」で表彰し、賞状・賞品を授与します。

 〒８４５−００２５　小城市三日月町三ヶ島88−１
　　　高田保馬博士顕彰会事務局（三日月幼稚園内）
　　　☎73・２601

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　12月24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（東島）
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多重債務の無料相談会

　借り入れやローンの返済にお悩みの人から、債
務整理や家計の見直しなどについ
て相談員が面談で相談に応じます。
◆日時　11月28日（月）
　　　　12月26日（月）
　　　　各日13時～15時30分
◆場所　�佐賀財務事務所（佐賀市駅前中央３丁目

３番20号�佐賀第二合同庁舎７階）
※事前にお申し込みください。
　電話による無料相談は常時受け付けています。

 福岡財務支局　多重債務相談窓口
　　☎0９２・４11・7２９1　月〜金 ９時〜17時

12月１日は
「世界エイズデー」です

　世界エイズデーに伴い、無料の検査を実施して
います。
◆日時　・11月29日（火）
　　　　　9時～15時　17時～20時
　　　　・11月30日（水）　17時～20時
　　　　・12月1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）
◆費用　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　☎30・36２２

ゆめさが大学佐賀校
学生募集

　仲間と共に楽しみながら学べ、地域に生かせる
内容です。
◆応募資格　おおむね60歳以上
◆講義内容
　時事問題、歴史、健康、俳句、ボランティアな
ど年間60講義
◆募集期限　平成29年３月10日（金）
◆ 申込方法　入学願書の提出が必要です。詳細は、
下記までお問い合わせください。
 ゆめさが大学事務局

　（公益財団法人　佐賀県長寿社会振興財団）
　　☎31・４165

自衛官候補生募集

◆募集種目
　自衛官候補生（男子）
　※4月入隊予定
◆受験資格
　18歳以上27歳未満
◆受験日および試験場所
　平成29年2月4日（土）
　陸上自衛隊　目達原駐屯地
　詳細は、自衛隊佐賀地方協力本部ホームページ
でご覧ください。

 自衛隊佐賀地方協力本部　募集課
　　☎２４・２２９1

助け合いによる生活支援の
担い手の養成講座を開催

　生活支援サービスの担い手となる元気な高齢者
やボランティアに対して、必要な知識や技術を学
んでもらうことを目的に開催します。
◆ 日時　12月12日（月）～平成29年３月14日（火）
の内の10日間

◆場所　グランデはがくれ
◆定員　20人
　　　　※定員になり次第締め切ります。
◆参加費　無料（テキスト代含む）
◆申込期限　12月8日（木）
◆ 申込方法　下記に電話またはファックスで申し
込みください。
 公益財団法人

　　介護労働安定センター　佐賀支所
　　☎２8・03２6　FAX ２8・03２8

高等工科学校生徒（一般）試験

◆受験資格
　中学校卒業（見込含む）17歳未満男子
◆受験日および試験場所
　平成29年1月21日（土）
　佐賀駅北館
◆受付期限　平成29年1月６日（金）

 自衛隊佐賀地方協力本部　佐賀募集案内所
　　☎31・500２
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