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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～
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開催案内

平成2９年
小城市消防団出初式

　どなたでも見学できます。
　ぜひ会場へお越しください。
◆日時　平成29年１月８日（日）　９時～
◆場所　小城公園グラウンド（雨天時：桜岡小学校）

 防災対策課（西館２階）　☎３７・６１１9

統計調査員の登録者を募集

　統計調査員は、統計調査が実施されるごとに、
事前に登録された人の中から任命され、調査業務
に従事します。
◆登録要件
・市内在住で20歳以上の人
・税務、警察、選挙に直接関係のない人
・�暴力団員でない人、暴力団員・暴力団と関係の
ない人

◆調査員の仕事
・調査員説明会への出席
・調査票の配布、回収、整理、提出
◆報酬　１調査�３～５万円程度
◆ 登録方法　本人確認ができるもの（運転免許証
など）と印かんを持参し、企画政策課で登録申
請をしてください。
 企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１5

市役所
年末年始の業務案内

　市役所は12月29日（木）～平成29年１月３日
（火）は休みとなりますが、下記の業務のみ市役所
（警備室）で受け付けを行います。
〈出生・死亡・婚姻などの戸籍の届出〉
　24時間受け付け可能です。

 市民課（西館１階）　☎３７・６１００小城市『農業!!やってみよう
セミナー』を開催

　農業を職業として検討されている人は、セミナー
に参加してみませんか。
◆日時　平成29年2月19日（日）　９時～12時
　　　 （受付８時30分～）
◆場所　市役所　2−６会議室（西館2階）
◆対象者　市内で農業を始めたい人
◆対象品目　イチゴ・アスパラガス・タマネギなど
◆内容　・栽培技術や農地の取得の説明
　　　　・アスパラガス圃

ほ
場
じょう
の現地視察

　　　　・青年就農給付金の説明など
※当日は軽装でお越しください。
◆申込期限　平成29年2月10日（金）
※�申し込みは、電話で受け付けます。

 農林水産課（東館１階）　☎３７・６１25

嘱託職員・日々雇用職員募集の
お知らせ

　平成29年度（４月１日以降）採用の嘱託職員と
日々雇用職員の募集職種や応募方法などは広報『さ
くら』2月号に詳しく掲載予定です。

 総務課（西館２階）　☎３７・６１１2

アイヌの人々からのさまざまな
ご相談を受け付けます

　日常生活での困りごと、嫌がらせ、差別、プラ
イバシー侵害など何でもご相談ください。
◆専用電話番号　☎0120・771・208
　（アイヌの人々のための専用フリーダイヤル）
◆受付時間　月～金曜日　９時～17時
　（※祝日、12月29日～平成29年１月３日を除く）
◆相談料　無料（匿名可・秘密厳守）

 公益財団法人　人権教育啓発推進センター
　　☎０３・5７７７・１8０2
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小城の情報がギュッと
つまったおぎなう。
すべての号を
電子ブックで読めます！

小城を100倍楽しくする

小城のフリーペーパー

おぎなうは小城市を中心に
佐賀県内・東京へ設置されています。 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

ライフスタイル部門
優秀賞を受賞しました

おぎな
うが

有
料
広
告

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・集合場所
　①平成29年１月21日（土）　９時～11時30分
　　物産販売所「ぴょんた」
　②2月15日（水）　９時～11時30分
　　あしぱる
　※小雨決行。雨天時は中止します。
◆ 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㎞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　各日３日前まで
※一日のみの参加も可。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

飲用井戸などの衛生管理を
お願いします

　飲み水に利用されている井戸水、湧水などは、次
の点に気を付けて適切な衛生管理をお願いします。
◆飲用井戸の管理について
・�井戸の蓋に施錠したり柵を設けたりして、人や
動物がみだりに入らないようにしましょう。
・�周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。
◆水質検査について
・�毎日、色、濁り、臭い、味に異常がないか確認
しましょう。
・�１年に１回、検査機関による水質検査を行いま
しょう。

◆汚染が分かったとき
・�薬品の漏

ろう
洩
えい
などにより、人の健康に害を及ぼす

おそれがあることを知ったときは、直ちに使用
をやめ、利用者に連絡するとともに、下記へご
相談ください。

（注）水質検査は市役所や保健福祉事務所では行っ
　　　ていません。

 環境課（西館１階）　☎３７・６１０2

男女共同参画
「夫婦でもてなすホームパーティー」

　有名シェフに教えてもらい、おもてなし料理を
夫婦で協力して作りましょう。
◆日時　平成29年１月29日（日）　９時～13時
◆場所　ゆめぷらっと小城　クッキングスタジオ
◆講師　�江

え
口
ぐち
武
たけ
文
ふみ
さん（西九州大学佐賀調理製菓専

門学校校長・元プリンスホテル総料理長）
◆定員　夫婦８組（16人）※カップルの参加も可
◆参加費　１組（2人）4,000円（材料費）
◆持ってくる物　エプロン、三角巾

 小城市男女共同参画ネットワーク
　　　☎７2・６４０７（半田）
　　　☎０9０・5０5６・３2０5（松並）

市民協働の出前講座を
実施しています

　市では、市民活動センターの職員が皆さんのも
とへ出向き、「市民協働出前講座」を実施しています。
　先日は、牛津町地域婦人会で、「なぜ協働が必要
なの？」をテーマに出前講座を行ったところ、約
20人が参加され、市民協働の必要性を改めて感じ
られていました。
　現在、出前講座を希望する団体・事業所などを
募集していますので、気軽にご連絡ください。

 市民活動センター　☎３７・88６１
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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。

信頼ある媒体
公の機関の発行！

インターネットでも閲覧OK
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

広告効果バツグン！

約15,000戸に配布
小城市内
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開催案内

第５回小城市綱引大会

　健康づくりや体力づくりのために綱引大会を開
催します。地域、家族や友達みんなで参加しませ
んか。
◆日時　平成29年１月29日（日）
　開会　９時30分
　受付　８時30分
◆場所　芦刈文化体育館
◆対象者　市内在住の人、市内企業に勤務している人
◆種目　・一般の部（男性、女性、混合）各８人
　　　　・ジュニアの部　６人
◆参加費　１チーム　1,000円
◆ 申込方法
　申込用紙に記入し、小城市体育協会へ郵送また
はFAXで提出してください。
◆申込期限　平成29年１月６日（金）

 〒8４5-０００４　小城市小城町松尾４０３2−５
　   小城市体育協会（ゆめぷらっと小城北側）
　　☎７2・１2００　FAX７2・１2０１

パソコン　持ち寄りで
憩いのつどい

◆日時・内容
　・平成29年１月14日（土）
　　「失敗しないデジカメ写真撮影のコツ」
　　※デジカメのみ持参
　・平成29年１月24日（火）
　　「デジカメで撮影したデータの活用法」
　　※パソコンとデジカメを持参
　両日�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
◆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

小城市公民館体験講座「陶芸体験」
ひな人形＆ランプシェードを作りませんか？

◆日時　①平成29年2月2日（木）
　　　　②平成29年2月９日（木）
　　　　９時30分～11時30分
◆場所　小城文化センター
◆対象者　市内在住の成人の人向け
◆定員　各日程　先着15人
◆内容
　Ａコース　ひな人形作り（両日参加できる人限定）
　Ｂコース　フリーカップ作り（2日のみ開催）
　Ｃコース　ランプシェード彫り（９日のみ開催）
◆参加料　Ａコース　1,500円
　　　　　Ｂコース　　500円
　　　　　Ｃコース　1,500円
◆持ってくるもの
　エプロン（必要な人のみ）
◆申込期限　平成29年１月25日（水）
※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

子育てセミナー
「比べない子育て」

◆日時　平成29年１月22日（日）
　　　　10時～11時30分
◆場所　ドゥイング三日月
◆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）
◆参加料
　200円（テキスト代、お茶菓子代など）
※託児あります

 家庭倫理の会　佐賀西部
　　　☎０9０・592４・52６０（副島）
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Kids Fun
「主役はきみだ！」出演者を募集！

　ドゥイング三日月のステージで発表してみませ
んか？小城市こども未来塾～あゆの会～では、子
どもが主役の発表会を開催します。
　きみのパフォーマンスを待ってます！
◆参加資格
　市内で活動する高校生までの団体および個人
　・�出演者会議（４月および開催前日リハーサル）

に参加できること。
　・当日、開会式から閉会式まで参加できること。
　・ピアノ以外の道具は持参すること。
　・出演にかかる経費は各自で負担すること。
◆申込期限
　平成29年2月３日（金）
◆内容　舞台発表ができれば、なんでもOK
◆公演日時　平成29年５月14日（日)
　　　　　　13時30分～
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール

 〒8４5−85１１　小城市役所 生涯学習課内
　　　「Kids Fun 主役はきみだ！募集」係
　　　☎３７・６１３2
　　　  syougaigakusyuu＠city.ogi.lg.jp

平成28年度 小城市モデル子ども
クラブ発表会を開催します！

　各地区の子どもクラブが取り組んだ、新入生の
歓迎会、地域の美化活動、灯付け、クリスマス会
など１年間の活動を子どもたちが元気いっぱいに
発表します。
◆日時　平成29年１月29日（日）
　　　　９時30分～12時
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆発表地区
　・桜岡地区‥‥蛭子町・布施ヶ里
　・岩松地区‥‥清水、原田、焼山（３地区合同）
　　　　　　　　江里山、石体（2地区合同）
　・晴田地区‥‥出分・鷺ノ原
　・三里地区‥‥三里ふれあい自然塾
　・三日月地区‥東分・立物
　・牛津地区‥‥練ヶ里・寺町
　・芦刈地区‥‥浜中・西戸崎
◆対象者　どなたでも
◆入場料　無料

 小城市青少年育成市民会議事務局
　（生涯学習課内）　☎３７・６１３2

校外販売会を開催

　大和特別支援学校の生徒たちが作業学習で制作
した陶器、ビーズ製品、紙製品、木工製品、布製品、
収穫した野菜などを販売します。
◆日時　
　【高等部】平成29年１月27日（金）
　　　　　　10時～16時
　【中等部】平成29年2月３日（金）
　　　　　　10時45分～16時
◆場所
　イオンモール佐賀大和
　（くまざわ書店前催事場）

 佐賀県立大和特別支援学校　☎６2・１22１

新蕎麦会を開催

　江里山蕎麦の会では、今年も無農薬で栽培した
蕎麦粉を使った新蕎麦会を開催します。
◆日時　平成29年１月29日（日）　10時～
◆場所　江里山公民館
　　　　（小城市小城町岩蔵）
◆参加費　1,500円
◆持参するもの
　包丁、手ぬぐい、マイ蕎麦ちょこ、マイ箸

 江里山蕎麦の会　☎６６・０82６
　　　☎０9０・8７６2・8３2６（田中）
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開催案内

県下一斉防災行動訓練を
開催します

　阪神淡路大震災発災の日に「自助」の意識を高
める訓練を実施します。この訓練は「どこでも、
だれでも参加できる訓練」ですので、ぜひご参加
ください。
◆日時
　平成29年１月17日（火）
　・１０時　身を守る行動訓練
　※�訓練開始の連絡はありません。各自で準備し
ていただき、約１分間安全確保行動をとって
ください。

　・１8時　緊急速報メールの受信体験
　※�県内全域のスマートフォン、携帯電話をお持
ちの人に対して、県より避難を呼びかける内
容の訓練メールを配信します。一斉に鳴動し
ますので、不都合な人は電源を切っていただ
きますようにお願いします。

 佐賀県　消防防災課　☎25・７０2６

水道管にも冬支度を！！

 水道課（ゆめぷらっと小城内）☎７３・88０４
　　西佐賀水道企業団　 ☎６8・2225

〜防寒の方法〜
　屋外で露出している水道管や水栓は市販
の保温カバーや布を巻いて、これらが雨な
どで濡れないように、上からビニールなど
で覆い、保温してください。

〜夜の冷え込みにご注意〜
　気温が低下すると水道管が凍ったり、破
裂したりします。特に氷点下４度以下にな
る場合では、屋内の水栓も破損する可能性
がありますので、ご注意ください。
　寒い時期は、天気予報に気をつ
け、凍結の恐れがあるときには防
寒などの処置をしてください。

職業訓練受講生を募集

　平成29年2月生を募集します。

※�このコースはおおむね40歳未満の人を対象と
し、５か月目に１か月程度の現場体験（職場実習）
を組み入れて実施します。

◆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
◆応募期限　平成29年１月12日（木）
◆選考日
　１月19日（木）※筆記および面接
◆訓練期間　６か月
　　　　　 （平成29年2月３日～７月25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

募集科名 定員

電気制御技術科
（デュアルシステム訓練） 15人

〜宅内の漏水確認方法〜
①�宅内の蛇口を全て閉める。
②�水道メーターのパイロッ
ト（水を出したら回転する
所）を確認してください。
もし、回っていれば漏水
の可能性があります。
③�漏水を確認した場合には、指定給水装置
工事店で早めに修理をお願いします。

自衛官候補生募集

◆募集種目　自衛官候補生（男子）
　　　　　　※３～４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
　申込期限などの詳細は、自衛隊佐賀地方協力本
部募集課へお問い合わせください。

 佐賀地方協力本部　募集課　☎2４・229１

　１月に発生した大寒波で、多くの漏水事故
が発生しました。早めの対策をお願いします。
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